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【はじめに】 

当会では、山梨県民信用組合が、地域の中小規模事業者や個人の皆様に対する

資金供給を担う重要な金融機関であるという認識のもと、地域の中小規模事業者

等に対する金融仲介機能をより一層発揮していくために、山梨県民信用組合に対

する当会の資本増強支援にあたり、財源面の支援として金融機能強化法を活用す

ることにより、山梨県民信用組合の財務基盤について更なる強化を図りました。 

当会といたしましては、こうした資本増強により、山梨県民信用組合が金融仲

介機能の強化を図り、これまで以上に地域の中小規模事業者や個人の皆様に対す

る信用供与の維持・拡大と各種サービスの向上がなされるよう、信用組合業界の

系統中央機関として、「経営強化指導計画」に基づく強力な指導や人材派遣を含め、

山梨県民信用組合に対する全面的かつ万全な支援を行っていくこととしておりま

す。
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１．経営指導の進捗状況 

（１）経営の改善の目標を達成するための方策への指導 

    山梨県民信用組合では、経営の改善の目標を達成するための方策として

経営強化計画に掲げた経営戦略の各施策の実施状況等につきまして、毎月、

当組合の「経営強化計画等進捗管理委員会」において、経営陣関与の下Ｐ

ＤＣＡサイクルに基づき進捗管理を行っております。 

    当会では、経営強化計画の進捗状況を管理する観点から、毎月、当組合

に対し、３ヵ年の経営強化計画に対する各種ヒアリングを実施（平成 24

年４月に実施した初回から平成 27 年５月末までに 47 回実施)し、当該ヒ

アリング結果等を踏まえ、経営改善に向け、以下の指導・助言を行いまし

た。 

    今後も、引き続き、ヒアリング等を通じて進捗状況の把握と実効性の検

証を行うとともに、当組合の一層の経営強化に向けた指導に取組んでまい

ります。 

また、当組合では、問題点に対応するとともに、経営強化計画に掲げる

「営業力の強化」に向けた各施策の実効性を確保し、もって計画目標の必

達・収益確保等を図るため、経営コンサルタントを導入しました。 

この結果を受け、組合では平成 25年５月に「経営戦略書」として定め、

全役職員へ周知徹底し、組織が同じ方向を向いて取組むことにより、更な

る経営改善を図っております。 

なお、当組合では、更なる収益力の強化と中小規模事業者に対する信用

供与の円滑化を図るための平成 26 年度の業務計画を策定し、掲げた諸施

策に取組んでおります。 

特に、営業推進面での主要施策である「エリアマーケティングに基づい

た営業戦略の実施」については、平成 26 年２月にコンサルタントと営業

推進部による全店フォローアップヒアリングを実施し、課題や問題点を整

理するとともに、改善に向けたアドバイスと指導を実施しております。 

更に、同年８月から９月にかけてコンサルタントによる再度のフォロー

アップヒアリングを全店舗で行い、目標達成に向けた活動が行われるよう

全役職員への指導を強化いたしました。 

当会では、経営強化計画及び業務計画に掲げた諸施策への対応状況につ

きまして、定期的な報告や資料及びヒアリング等の機会を通じた継続的な

確認を実施するとともに、当組合による信用供与の維持・拡大と各種サー

ビスの向上がなされるよう経営の改善策にかかる個別の施策に対して、以

下のとおり指導してまいりました。 
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① 「営業力の強化」に向けた指導 

ａ．営業推進態勢の強化 

 当組合は、これまでの取組みによるノウハウを活用し営業力強化を進

めるため、中小規模事業者向けの融資を専担で取扱う融資営業係を平成

24 年 10 月より融資担当役席として、本店営業部、富士吉田支店及び下

谷支店の３店舗に各１名ずつ計３名を再配置し、各営業店の総合営業係

に対する指導担当としての役割を担っております。 

また、経営コンサルタントの指導によるエリアマーケティング結果を

踏まえ、取引先の取引内容を十分理解した営業を行うとともに、人口の

多いエリアを重点的に訪問することとし、支店長の店周毎月 100件訪問

や総合営業係による20先の新規アプローチによる積極的な営業活動・ト

ップセールスを一層促進するため、平成25年７月に人事異動を実施し、

１店舗を除く全ての店舗において支店長・副支店長体制を敷く等、内部

管理態勢の強化を進めるとともに、営業店の店質を見据え、戦略的な人

員配置に着手しております。 

この他、年金受給者(含む予約者)に対するサービスをより向上させる

ため、年金レディを平成 27年５月末現在８店舗(本店営業部、都留支店、

北支店、南支店、西支店、南口支店、南西支店、塩山支店)に計８名を

配置しております。 

当会は、支店長による店周毎月 100 件訪問や総合営業係による 20先の

新規アプローチ及び融資担当役席・年金レディの活動状況について所管

部署別ヒアリング等を通じ活動状況の確認を行っております。 

融資営業係及び年金レディの配置は計画どおり完了し、この結果、中

小規模事業者向けの融資の増加や年金取引の新規獲得などの効果がみ

られております。 

支店長による店周毎月100件訪問や総合営業係による20先の新規アプ

ローチについては、施策の目的を職員に十分理解させ、活動を定着させ

るよう役員による積極的な関与について指導してまいりました。 

このため、当組合では、役員臨店を月次で実施し、預積金残高が増加

しているほか、減少を続けていた消費者ローン残高も増加に転じるなど、

成果が現れております。 

今後も引き続き、エリアマーケティング結果を踏まえ、取引先の取引

内容を十分理解した営業を行うとともに、個人世帯取引についてメイン

化を推進し顧客との信頼関係を構築することについても指導してまい

ります。 

また、当組合は平成 26年２月16日に合併10周年を迎え、記念商品(特
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別金利定期預金「感謝」、「けんみん信組おもてなし」)を取扱ったほか、

富士山世界文化遺産登録を記念した、「富士山世界文化遺産記念定期積

金」を発売しております。 

こうした取組みについても当会は、所管部署別ヒアリング等を通じ活

動状況の確認を行い、リレーションシップバンキングを更に強化し、お

客様に対する本業支援について継続的な取組みが図られるよう指導し

てまいりました。 

ｂ．営業店ブロック制の再構築 

当組合では、近隣店舗間の協力による業務の効率化と情報の共有化を

図ること、及び、よりきめ細かなサービスの提供を主な目的として、平

成 24年４月より営業店の地域性を考慮した８ブロックに再編成を行い、

ブロック単位での情報交換会を開催し、ブロック内店舗間の協力による

目標達成意識を醸成することにより計画の確実な達成を図ることとし

ております。 

 ブロック内職員の情報共有につきましては、原則月１回による情報交

換会等を通じコミュニケーションを図っております。 

このため、当会は、ブロック内各店舗の特性及びブロックの特性を捉

え、営業戦略に活かすよう店周訪問活動の強化による地域特性や各種地

域情報の収集について助言・指導しております。 

更に、当組合では、平成 24年 12 月に導入した経営コンサルタントに

より各営業店を取り巻く市場性に応じた経営資源の配分や店舗毎の戦

略を平成 25年５月に立案いたしました。 

当会では、経営戦略書及び当戦略書を基に策定した平成 26年度業務計

画に定められた諸施策について、所管部署別ヒアリングを通じ、進捗状

況を把握するとともに、当会から営業エリアの深耕に向けた取組みの徹

底及び本部の指導強化を指導してまいりました。 

     この結果、ブロック内の結束力が強まり、預積金や中小規模事業者向

け貸出の残高増加に効果が表れているものと認識しております。 

ｃ．営業戦略会議の開催 

当組合では、平成 24年度より、営業店ブロック単位(２ブロック毎、

平成25年１月以降は１ブロック毎)で「営業戦略会議」を毎月開催し、

本部(担当理事、営業推進部長、融資部長ほか)が営業現場に出向いて、

地域特性を踏まえた今後の営業戦略を各営業店長と深度ある議論をす

ることで、目標達成意識の喚起と営業店・本部間のコミュニケーション

強化を図ることとしております。 
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営業戦略会議では、双方向の議論が行われており、目標達成意識の喚

起と営業店・本部間のコミュニケーション強化が図られております。 

また、各ブロックの意識付け及び連帯感を強化し営業実績に結びつけ

ること、並びに、営業エリアのマーケット分析を踏まえた営業活動を実

施するため、当会は、１ブロックでの会議開催について指導してまいり

ましたが、平成 25年１月以降１ブロックでの開催も行われており、「経

営戦略書及び業務計画に基づいた営業活動」、「中小規模事業者向け融資

推進の取組み」などをテーマに深度ある議論を行い会議の実効性を高め

ております。 

今後も、引き続き、営業戦略会議、本部指導及び役員臨店指導の状況

把握を行い、効果的な営業推進や情報共有化が図られていることを確認

し、進展が捗々しくない場合には、速やかな原因分析と対応等の検討を

求めるよう指導してまいります。 

ｄ．営業推進部の役割強化 

当組合では、組織一丸となって目標必達に向けた意識の向上を図るた

めには、営業推進部による営業店への指導やサポートを強化することが

不可欠であることから、営業戦略会議において担当役員、本部及び推進

指導役と営業店長とが収益向上に向けた協議を重ねております。  

また、こうした取組みにつきましては、役員(専務理事、常務理事、担

当理事)が毎月、臨店指導を実施し、活動状況の把握と推進方法の検討

などを行うなど、積極的に関与しております。また、計画と実績との乖

離を月次で管理し、乖離が大きい営業店に対しては、役員や本部が個別

ヒアリングを実施し、原因分析と課題の共有化を図り、今後の対応策に

ついて協議・指導を実施しております。 

当会は、営業店長の目標達成意識の向上を図るため、毎月、組合役員

に対するヒアリングを実施し、定期的な役員臨店による徹底した営業店

指導を行い、収益力を高めていくよう指導・助言いたしました。 

今後も、所管部署別ヒアリング等を通じ、収益目標の達成や収益確保

に向けた具体的な方策や対応について営業推進部や当会からの出向者

と協議するとともに当組合役員による臨店指導等主体的な営業店指導

について検証・指導してまいります。 

ｅ．営業店指導役の配置 

当組合では、支店経営サポートの強化、営業店の目標の進捗管理等の

ため、平成 24年 10月に、営業推進部内に推進指導課を新設し、推進指

導役４名を配置しております。
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     ４名の推進指導役は、支店長経験者や融資営業係経験者で構成され、

営業店長から渉外係まで幅広い役職をサポートできる態勢を整えてお

ります。

また、推進指導役は毎日の指導内容について報告書を作成し、役員ま

で報告していることに加え、毎月、前月の活動や推進上の課題について

会議を実施するなど、今まで以上に営業店と連携・協力してサポートを

行う態勢を整えております。

更に、当組合において、平成25年度に営業力の強化を推し進め、計数

奪還による経営強化計画の目標達成のため「推進指導役活動方針」を改

正し、エリアマーケティング実践状況の検証及び指導の強化や収益管理

等、推進指導役の重点指導項目を設定するとともに、コンサルによる分

析結果(営業店の業績及び推進体制)をもとに、営業推進部で重点的指導

店舗の選定を行いサポート及び営業統括係長に対する教育・指導等の方

針を明確にし、営業店サポート体制の強化を図ってまいりました。 

     当会は、推進指導役が営業店毎の問題点を的確に把握し、問題点につ

いて、営業店及び本部他部署と連携し改善を講じること、また、営業店

長の指導が足りない面があったという前経営強化計画の反省を踏まえ、

特に営業店長の積極的な営業活動及び融資管理に関する指導に注力す

るよう指導いたしました。

今後も、所管部署別ヒアリング等を通じ、営業店の状況把握を行い、

指導の効果が捗々しくない場合には、速やかな原因分析と対策立案を指

導するとともに、エリアマーケティングの分析を深め市場の特性に応じ

た営業推進を行うよう指導してまいります。

ｆ．総合相談センターの役割強化 

当組合では、中小規模事業者向け融資の拡大等を目的として平成 21 

年 10 月に設置した「総合相談センター(パートナーズ)」において、事 

業者向け経営相談や営業店情報の集約及びフィードバック、営業店に設 

置した「ローン相談窓口」や「年金相談窓口」のサポートを行っており 

ます。 

また、地域の集会に出席し、地域経済の状況や山梨県民信組の重要性

を発信するなど、当組合の広報活動の強化を図っております。

当センターは、平成25年７月より、地域の活性化・営業店の活性化・

地域への貢献などを目的に、総合相談センター職員が各営業店に出向く

「相談センター出張相談所」を実施し、平成26年度、128 件の事業者向

け経営相談(事業性相談 72件、事業承継 8件、相続 8件、その他 40件)

に対応し、このほか 260 件の年金相談を実施しました。
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総合相談センターの役割強化につきましては、着実に取組まれている

ものと認識しており、今後も必要かつ十分な対応が継続的になされてい

るか検証するとともに、必要に応じ、指導・助言を行ってまいります。

② 「収益力の強化」に向けた指導 

  ａ．個人預金・貸出金併進の取組み

     当組合の平成 27 年３月末の預金残高は、376,508 百万円と前期末比

3,758 百万円の増加となりました。また、貸出金残高につきましても、

296,436 百万円と前期末比 1,476 百万円の増加となりました。

個人預金の増強策としては、お客様との取引内容を十分理解したうえ

で、更に取引深耕を図ることを目的に、世帯取引のメイン化を推進し、

預金商品として新たに、相続定期預金「家族の架け橋」、退職金定期預

金、新型複利定期預金「夢未来」を発売し、お客様のニーズにお応えす

るとともに取引基盤の拡大に努めてまいりました。 

平成 27年３月末において、相続定期預金「家族の架け橋」の獲得実績

は累計 440 口 1,742 百万円、退職金定期預金は同 230 口 1,566 百万円、

新型複利定期預金「夢未来」は同 1,446 口 1,554 百万円となりました。 

また、夏季に続いて冬季にも、ボーナス期キャンペーンとして、平成

26 年 10 月より金利優遇定期預金「プレミア５」を発売するなど組合員

のほか年金受給者・給与振込利用者に拡大し、一層の取組強化を図って

おります。 

更に、年金レディが年金受給者との信頼関係を築き、取引継続・新規

振込口座の獲得（平成26年度新規獲得 94 件）など、取引基盤の維持・

拡大に寄与しております。 

個人融資の増強策としては、住宅ローンの金利優遇を行うキャンペー

ンを年間を通じて実施したほか、環境問題に関する意識の高揚に伴い、

エコ住宅に優遇金利を適用するエコ住宅ローン及びエコリフォームロ

ーンの取扱いを行い、お客様の多様な住宅ニーズ・資金ニーズにお応え

しておりますが、地元地銀のキャンペーン金利に各金融機関が追随し、

また、他行肩代り競争が激化していることもあり、平成 27 年３月末残

高は前期末比 10億円減少し、229億円となりました。 

消費者ローンについては、収益確保のための重要な商品と再認識し、

平成25年度以降、新商品の導入、既存商品の見直し、各種キャンペーン

の実施に取組んでおります。 

今年度につきましても、「大型カードローン MyPleasure」（６月）、「大

型フリーローン Progressive」（８月）、「大型マイカーローン Evolution」
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（９月）の販売を開始するとともに、既存商品の見直しなど推進を図っ

てまいりました。これにより、お客様のライフサイクルに合わせた商品

を他行と競争できる条件で提示することが可能となったことから、平成

27 年３月末の消費者ローン残高は前期末比で６億円増加し、44 億円と

なりました。 

当会は、経営戦略書に定める「支店長による月100件訪問」や「新規

対象先20件の常時保有」などの営業店の渉外活動の取組みや平成 26 年

８月に個人取引推進・強化を主な目的として策定した「預貸金推進戦略」

の周知状況について確認するとともに、営業店長の訪問活動強化や営業

統括担当者の管理強化にかかる本部の指導強化を指導いたしました。 

支店長及び営業係の活動は徐々に改善されつつあり、今後もよりきめ

細かな組合本部による営業店への管理・指導を指導するとともに、経営

戦略書に基づく施策や経営強化計画の進捗が捗々しくない場合の実効性

向上に向けた速やかな原因把握を行い、他信組の営業推進事例等を参考

に適時、適切な対策の立案について、当会からの出向者との連携強化を

目的とした「出向者協議会」を定期的に開催し、当会からの助言・指導

に対する組合の対応状況の確認を徹底してまいります。 

  ｂ．実質金利を重視した管理 

当組合では、収益管理プロジェクトチームを組成し、営業店の収益を

意識した取組みの一環として、平成24年６月より、個社別の取引採算性

を管理しております。 

ＳＫＣセンターの顧客別採算管理システムを活用して営業店に「顧客

別採算管理表」を還元し、営業店では、登録された主要取引先の過去６

か月分の実質金利及び利益率により個社別取引採算を把握することに

より、収益性を意識した取組みを実施しております。 

具体的には、実質金利((貸出金利息収入－預金利息支出)÷(貸出金平

残－預金平残))により顧客別の採算性を把握することとし、個社毎に実

質金利確保に取組んでおります。 

当会は、実質金利を重視した取組みについて当組合内の定着度や実質  

    金利上昇の進捗状況について、所管部署ヒアリングを通じて、確認及び

指導してまいりました。結果、本取組み開始時（平成25年６月）の対象

先の実質金利は2.899％でしたが、平成 27 年３月期の実質金利は

3.184％と 0.285 ポイント上昇いたしました。 

このため、引き続き、組合の取組みに対し進捗状況を把握するととも

に、具体的な戦術の指示など店舗に対する組合の指導強化について確認

し、必要に応じて助言・指導いたします。 
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 ③ 「組織力の強化」に向けた指導 

   当組合では、風通しの良い職場環境づくり、情報共有化及び本部各部と

営業部店の共通認識を醸成するため、「担当者連絡会」や「営業部店長報告

会」の開催や役員による臨店を定期的に行っております。 

   特に役員臨店では、経営戦略書、業務計画の再認識及び収益管理資料に

基づく収益の確保を共通認識とし、必要な改善策を営業店及び本部所管部

署に促しています。 

   当会は、所管部署別ヒアリングや出向者会議等を通じ活動状況の確認を

行っており、当活動において、組合職員間の融和やコミュニケーションの

向上が図られていることを確認しております。 

   また、役員臨店については、徹底した営業店指導を繰り返し行うことで、

営業店の収益意識を醸成し、収益力を高めていくよう指導いたしました。 

   今後も、引き続き、ヒアリング等を通じて当組合の組織力の強化に向け

た指導に取組んでまいります。 

④ 「信用コスト削減のための取組強化」に向けた指導 

ａ．取引先の実態把握の徹底 

当組合では、取引先の実態把握に努めるため、個社別取組方針の策定

及び更新を行っており、これまでは、債務者区分に応じ１年ないし６か

月としていた個社別取組方針の見直し・検証サイクルを年２回の定例見

直しとし、また債務者の著しい信用状況の変化に伴う随時の見直しを速

やかに行うこととし、実効性のあるものといたしました。 

   また、これまでは原則として全与信先を対象としていましたが、より

重要度の高い与信先に対する管理を徹底するため、対象先を自己査定基

準対象先とし、全融資の 78％(地公体を除く残高ベース)を対象先としま

した。 

   当会は、所管部署別ヒアリング等を通じ活動状況の確認を行うととも

に、取引先の実態把握のための書類(渉外日誌、日報、顧客カード)につ

いて他信組の資料を情報提供するなど、取引先の実態把握の充実につい

て助言・指導してまいりました。 

今後も所管部署別ヒアリング等を通じ、取引先の実態把握が、取引先

との深耕ひいては預貸金取引に繋がるものとの認識を強め、営業店での

取組みの徹底が図られるよう指導してまいります。 

ｂ．短期延滞の管理強化 

当組合では、平成24年度からは、毎月５営業日から15日までを短期延

滞改善期間と位置付け、本部と営業店の情報交換と債務者に対するアプ
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ローチを集中的に行う期間とし、「延滞改善取組み管理表」を使用して

延滞解消に取組んでおります。 

また、営業店では、延滞管理明細表により日次ベースで延滞先を管理

しているほか、延滞発生が懸念される債務者に対しましては、担当役員

がトップになっている金融円滑化推進部会等が主体となり、早期に経営

改善に向けた取組みを実施することにより新たな延滞発生の防止を図

っております。 

この取組みの成果及び景気の回復感から短期延滞は平成 27 年３月末

現在では、前期末比９億円減少しており、取組みの成果が出ております。 

     当会は、当組合の短期延滞発生の要因、延滞先の管理、延滞解消の取

組みについて、確認するとともに、改善状況が不芳な店舗に対しては融

資部による臨店指導を実施し、本部と営業店が共通認識のもと、一体と

なって延滞債権の縮減に取組むよう、延滞解消に向け、営業店における

短期延滞先の督促強化や条件変更対応及び本部の指導強化を指導いた

しました。 

     今後も、ヒアリング等を通じて進捗状況の把握と実効性の検証を行う

とともに、当組合の一層の経営強化に向けた指導に取組んでまいります。 

ｃ．長期延滞の管理強化 

当組合では、延滞が長期化している大口の債権については、平成24年

10月に融資部管理課内に「重点対応(特命)チーム」を設置し、担保外回

収・債権整理、担保の任意売却、反社対応については同チームが主体と

なり、テーマ毎に担当者を振り分け、個社別取組方針(回収方針)を策定

し、督促強化及び回収強化を図っております。 

また、平成 26年度から新たな試みとして償却困難、回収困難債権につ

いて選定を行い、25先について債権売却を実施いたしました。 

更に、平成 25年度から法律顧問を迎え、法的対応が必要な案件等の回

収方針についてのアドバイスやリーガルチェックを受けて取組強化を

図っております。 

当会は、ヒアリング等を通じて進捗状況の確認を行ってまいりました

が、債務者との回収交渉、競売申立て及び償却債権の取立等、重点対応

(特命)チームにつきましては成果が表れていると認識しております。 

ただし、長期延滞先、大口問題先の解消につきましては、引き続き必

要不可欠な取組みとの認識のもと、所管部署ヒアリングや監査機構監査

を通じて、当チームの活動状況や活動実績について把握するとともに、

継続的に助言・指導を行っております。 
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ｄ．事業再生支援の強化 

     当組合では、中小企業金融円滑化法の下で、金融円滑化推進部会及び

企業支援部を中心に、お客様の経営改善に向けた取組みを実施してまい

りましたが、平成25年３月末の同法の期限到来を踏まえ、新たに経営改

善・コンサルティング業務に特化させた、役員をトップとする部署(経

営改善サポート室)を平成24年10月に新設しております。 

同サポート室では当初対象先59先について、ランクアップ・維持への

対応を図りました。手法としては経営改善計画の策定支援と進捗モニタ

リングの強化を目的に臨店指導・同行訪問並びに外部機関(中小企業再

生支援協議会、中小企業診断士、税理士等)と積極的な連携を図り、結

果、平成24年度は10先がランクアップし、39先について維持、平成 25

年度につきましては、対象先 115 先を選定し、うち５先が完済したほか、

13先がランクアップし、82先について維持することができました。 

平成 26 年度につきましては、平成26年２月に企業支援部と経営改善

サポート室で与信先の見直しを行い、66グループ、140 先を経営改善サ

ポート室に移し、対象先を 190 先（平成 26 年度中に完済した 7 先を除

く）まで増やすとともに、16 グループ 37 先を企業支援部に留め、集中

的に管理することとし、引き続き、取引先企業の事業再生を強化してお

ります。 

当会は、所管部署別ヒアリング等を通じ、対応状況についてヒアリン

グを行ったほか、監査機構監査を実施し、債務者の現況確認を行うとと

もに今後の対応方針についてより詳細な意見交換を実施いたしました。 

今後も、引き続き、ヒアリング等を通じ、事業再生支援の状況につい

て把握するとともに、必要に応じて助言・指導を行ってまいります。 

⑤「経営強化計画の確実な履行の確保」に向けた指導 

当組合では、理事長を委員長とする「経営強化計画等進捗管理委員会」

を設置し、経営強化計画の進捗状況を管理しております。委員会は、月１

回開催し、計画の進捗状況及び実行された施策を検証・チェックするとと

もに、必要に応じて改善策等を協議する体制としております。 

また、経営強化計画に遅延が生じた場合の対応について協議し、役職員

が一体となって計画達成に向けて取組んでおります。 

    なお、平成 24年度以降に当組合が取組んだ施策は下記のとおりです。 
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【経営強化計画に掲げる主要施策の取組状況】 

取組施策 実施時期 

【営業力の強化】 

・営業戦略会議の開催 

・総合相談センターの役割強化 

・ブロックの細分化 

・お客様相談窓口の見直し 

・融資担当役席の配置 

・推進指導課の新設、推進指導役の配置 

・セールストーク集の作成 

【収益力の強化】 

・特別金利定期預金の発売 

・実質金利を重視した管理 

【組織力の強化】 

・担当者連絡会の実施 

・業績評価基準の見直し 

・雇用形態の見直し 

【信用コスト削減のための取組強化】 

 ・重点対応チームの設置 

 ・経営改善サポート室の設置 

 ・個社別取組方針の見直し 

平成24年 4月 

平成24年 4月 

平成24年 5月 

平成24年 8月 

平成24年10月 

平成24年10月 

平成25年 3月 

平成24年 6月 

平成24年 6月 

平成24年 5月 

平成24年 7月 

平成24年 8月 

平成24年10月 

平成24年10月 

平成25年 3月 

当会といたしましては、当組合に対する毎月のヒアリングにより、理事

長をはじめとする経営陣を対象に、経営強化計画の進捗状況や経営強化計

画等進捗管理委員会における協議の内容、また同計画の進捗や経営改善の

現状を踏まえた経営の方向性・方針などを確認しております。 

また、部長等の実務者を対象といたしまして、業務推進面や融資管理面

など、同計画に掲げられている施策を中心に、所管部署別の詳細なヒアリ

ングを実施し、併せて、当会からの派遣者に対するヒアリングを行うこと

で、具体的な施策の取組内容や営業の最前線における営業店長や融資営業

係の活動状況、同計画の履行にかかる問題点等の有無及び問題が生じた場

合の対応状況を把握し、適宜、指導・助言を行っております。 

更に、経営コンサルタントを導入し、営業エリアの実態把握を行い策定

した「経営戦略書」及び「業務計画」の進捗状況の確認・指導を実施して

おり、目標利益達成に向けた諸施策の実効性向上への取組みを促しており

ます。 

当会といたしましては、引き続き、これら施策の実施状況や効果の検証

を行うとともに、計画の着実な履行の確保に向け、指導・助言に努めてま

いります。 
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⑥ 優先受益権に対する配当 

国が保有する優先受益権につきましては、経営強化指導計画どおり、平

成22年８月に、第１回目となる平成21年度分の配当を実施いたしましたが、

平成22年度以降、原資である当組合の優先出資配当が実施されなかったこ

とから無配となりました。 

この事態を受け、当会では、当組合が抜本的な収益改善策等の着実な履

行により収益力の強化を進め、安定した利益を確保することで、経営強化

計画に定めたとおり、平成45年３月末には優先出資返済が可能となる利益

剰余金を確保していくよう、引き続き、指導・助言してまいります。 

山梨県民信用組合では、平成 27年度から、新たな３ヵ年の経営強化計画

を実施しており、これまでの取組みについて、更に機能強化を図った各種

施策を進めております。 

また、それらの諸施策を実効性あるものとし、引き続き、安定した当期

純利益を確保するとともに、早期の配当原資の確保並びに優先出資の返済

原資を確保するべく努めております。 

なお、当会といたしましても、経営全般や方向性に関する助言・指導の

場として、平成24年度より新たにトップヒアリングを実施(累計５回)して

おりますほか、施策実効性の向上により数字の積み上げを促すべく、個別

施策毎・所管部署に対する詳細なヒアリングを確実に継続実施し、当会か

らの出向者との「出向者協議会」を開催(平成 27 年５月末までに累計 12

回)し、深度ある実態把握と、実効性が上がらない施策に対する実情に応

じた対策立案・遂行指導を行っております。 

加えて、当組合の経営強化計画の履行について、実務目線からの課題の

検証、国庫金検査等の訪問機会を活用した営業店の実態把握、信組経営サ

ポート企画本部による資金運用サポートなど、多面的な視点による管理強

化の実践や的確な指導・助言の実践に努め、また、これまで取組んでまい

りました月次・四半期ヒアリングやオフサイト・モニタリング等を継続実

施しながら、引き続き、情報提供や継続的な各種サポートにも取組んでま

いります。 

（２）「従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項」

についての指導 

 ① 経営体制確立に向けてのサポート 

    当会では、山梨県民信用組合の責任ある経営体制の確立に向け、当会か 

ら代表権のある役員等の派遣等を継続しておりますほか、ガバナンスやリ 

スク管理体制の強化を図るべく、当会の経営陣による組合経営陣との協議 

を平成 27年５月までに５回実施しております。 
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また、３ヵ年の経営強化計画に基づくヒアリングを月次で実施(平成24

年４月に実施した初回から平成 27 年５月末までに 47 回実施)しておりま

す。 

当組合では、信用リスク管理及び営業推進強化を目的とした他信用組合 

の視察を平成24年９月と11月に実施しており、視察先である信用組合と当

組合との仲介をいたしました。 

また、平成25年度は地域経済活性化支援機構活用に向け当会は、同機構

と組合の活用に向けた意見交換を行うとともに、同機構と組合の活用に向

けた協議の場に同席し、活用を促してまいりました。結果、当組合は平成

25年12月に同機構の専門家派遣に関する契約を締結し、平成 26 年度より

実際に専門家派遣を活用することで、再生支援ノウハウの組合内蓄積とコ

ンサルティング機能強化を図っております。 

そのほか、次期経営強化計画の策定に際しては、当会が契約した経営コ

ンサルタントと連携してアドバイスを行うなど、次期経営計画策定にかか

るサポートを実施いたしました。 

更に、資金運用・ＡＬＭにかかるサポートを通じ、運用面・リスク管理

面の現状と問題点にかかる認識の共有化を進め、人材の育成など必要な対

応について助言を行っております。 

    加えて、より高度な管理水準の実現を目指し、刻々と変化する外部環境 

に応じた適宜適切な態勢整備を行っていく観点から、当会における担当部 

署に当組合からの照会対応窓口を設けるとともに、緊密な連携のもと態勢 

整備・充実に向けたサポートを実施しております。 

 ② 「経営諮問会議」への出席 

    当組合では、ガバナンス強化や経営の客観性・透明性の向上を図るため、 

山梨県内の有識者を構成メンバーとして「経営諮問会議」を設置し、平 

成 22 年度第１回開催以降、平成 27年５月末までに計９回開催しておりま

す。 

当会では、同会議にオブザーバーとして出席し、委員の提言に対する組 

合の進捗状況を確認しております。 

（３）「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化、その他地域経済の活性化に

資する方策」についての指導 

    山梨県民信用組合では、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化及

びその他地域経済の活性化に資するため、経営強化計画において、中小規

模事業者向けの貸出残高及び同貸出比率並びに経営改善支援等取組率の

数値目標を定めております。 
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    当組合では、「リレーション強化キャンペーン」の実践として、帝国デー

タバンクのデータ、販売先仕入先管理システム情報、ローラー活動情報等

から新規取引を指向する先、既存先のうちメイン化を指向する先等をリス

トアップし、融資の取組み強化を図りました。 

また、平成25年１月以降は営業戦略会議を１ブロック単位で開催し、貸

出金増強に向けた意見交換のほか、担当役員によるグリップ強化として、

専務理事、常務理事、営業推進担当役員による臨店指導を月次で行い、中

小規模事業者向け貸出はもとより、収益目標必達、預貸金の積上げを指導

しております。更に、平成26年２月と８月～９月にかけて経営コンサルタ

ントによる全営業部店長との個別面談を実施し、平成25年度に策定した

｢経営戦略書｣のフォローアップを行いました。 

これらのことから、平成 27 年３月期の中小規模事業者向け貸出の実績

残高は、182,110 百万円となり、計画目標 181,100 百万円及び計画始期

172,990 百万円に対して、それぞれ 1,010 百万円、9,120 百万円上回る結

果となりました。 

当会では、当組合による中小規模事業者に対する融資増強に資するべく、 

当組合の各取組みの進捗状況を確認し、本部の指導強化について指導する

とともに、役員による積極的な指導により営業店における目標管理意識の

向上及び目標達成に向けた行動の実践を指導いたしました。 

今後も、計画達成に向け、当組合の取組みをバックアップいたしますと

ともに、所管部署別ヒアリング等を通じて確認した営業活動上の課題点等

を踏まえ、当組合の営業体制の充実や営業力の強化、営業活動の効率化に

向けた提言を行ってまいります。 

なお、当組合の企業支援部及び経営改善サポート室が中心となり中小規 

模事業者の経営改善支援に努めた結果、経営改善支援等取組率は計画を上

回って推移しております。 

【貸出残高等実績】 

（単位：百万円、％） 

24/3 期 27 年 3月期 

（計画終期）
計画 

対比 

24/3 期

対比 
実績 

（計画始期） 計画 実績 

中小規模事業者向け貸出残高 172,990 181,100 182,110 1,010 9,120

中小規模事業者向け貸出比率 41.23 41.43 43.60 2.17 2.37

経営改善支援等取組率 4.61 5.08 5.51 0.43 0.90
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今後も、地域経済の活性化に向け、より充実した金融サービスの提供が

図られるよう、原則として月次で所管部署別ヒアリングを開催するととも

に、四半期毎に実施する出向者協議会等を通じ、適時、適切な状況把握と、

施策の実効性が上がらない場合の深度ある原因分析と対策の立案を指

導・助言するとともに他信用組合の好事例を情報提供し、同計画に定めら

れた数値目標の達成に向けた取組みを強力に支援してまいります。 

２．経営指導体制の強化の進捗状況 

当会では、経営強化指導計画に掲げる各施策の実効性を高めるため、山梨

県民信用組合に対する指導を専担で行う部署として、本部信組支援部内に経

営指導監理課(平成 26年７月に経営指導監理室より改称)を設けております。

経営指導監理課は、経営指導経験の豊富な職員を中心に計４名の体制で発足

し、室長のほか２名を信組支援担当、１名を資金運用サポート担当としてお

りましたが、更なる管理強化を目指すべく、平成 26年７月からは、課長以下

信組支援担当計６名体制としたほか、信用組合に対するＡＬＭ、リスク管理

を含めた有価証券運用、収益力の強化におけるサポートについて、専門職員

との更なる連携を図るため、当会理事長を本部長、専務理事を実施責任者と

する「信組経営サポート企画本部」を設置し、更なる体制の充実と、経営指

導・支援体制の強化に取組んでおります。 

経営指導監理課では、各種ヒアリングの実施とともに、当組合から定期的

に提出を受ける報告・資料の分析等を中心に、経営内容の把握、指導・助言

を行っておりますが、分析手法の精緻化、他金融機関の成功事例の研究など

を進め、引き続き経営指導の充実・強化に努めてまいります。 

３．経営指導のための施策の進捗状況 

（１）経営強化計画の進捗管理 

 ① 経営強化計画履行状況報告 

    当会では、平成 27年６月に山梨県民信用組合より経営強化計画履行状況

報告(平成 27 年３月末基準)の提出を受け、同報告を精査し、計画の進捗

状況等について把握・分析を行い、国に提出いたしました。 

    当組合が経営強化計画に掲げた主要施策につきましては、ほぼ計画通り

に実施されたものと認識しております。 

しかしながら、３ヵ年の経営強化計画の最終年度である平成 27年３月期

において、同計画で目標値が定められたコア業務純益について、1,627 百

万円と、目標値を３割以上下回り、経営強化計画の着実な履行を確保する

には至りませんでした。 
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そのため、次期経営強化計画（平成 27年４月～平成 30年３月）におい

ては、新たな３ヵ年を「躍進・攻勢期間」として位置付け、役職員が一丸

となり、「取引基盤の増強」、「預貸金の増強」、「人材の強化」、「情報力の

強化」、「信用コスト削減」、「インフラの強化」の６つを基本戦略として推

進し、繰越損失の早期解消と優先出資に対する所定の配当の実現を目指す

とともに、内部留保の蓄積による優先出資の消却財源確保に、総力を挙げ

て取組んでいくこととしております。 

当会といたしましては、引き続き、収益性を意識した指導を行い、取組

みが不十分な施策については、早期に的確な評価をし、計画の着実な履行

の確保に向け、指導・助言に努めてまいります。 

【コア業務純益等実績】 

（単位：百万円、％） 

24/3 期 27 年 3月期 

（計画終期）
計画 

対比 

24/3 期

対比 
実績 

（計画始期） 計画 実績 

コア業務純益 2,356 3,432 1,627 △1,805 △729

業務粗利益経費率 57.59 48.75 56.46 7.71 △1.13

中小規模事業者への資金供与円滑化を図るための数値目標である「『中

小規模事業者向け貸出残高』・『同貸出比率』」につきましては、帝国デー

タバンクの企業情報の活用再徹底や役員による臨店指導強化などに取組

み、計画目標及び計画始期いずれも上回る結果となりました。また、地域

経済の活性化を図るための数値目標である地域企業に対する「経営改善支

援等取組率」につきましても、計画目標及び計画始期いずれも上回る結果

となりました。 

当会では、これまで、日次、月次毎の営業店別目標管理資料の導入や、

融資営業係の目標設定並びに融資推進取組強化について進捗状況を確認

するとともに進捗が捗々しくない施策について指導を行ってまいりまし

た。 

また、営業店の目標達成意識醸成に向け、役員が積極的に臨店指導を行

うよう指導を行ってまいりましたが、次期経営強化指導計画におきまして

も各種ヒアリングや当会出向者との「出向者協議会」を通じて確認した営

業活動上の課題点等を踏まえ、当組合の営業体制の充実や営業力の強化、

営業活動の効率化に向けた提言を行ってまいります。 
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【貸出残高等実績】 

（単位：百万円、％） 

24/3 期 27 年 3月期 

（計画終期）
計画 

対比 

24/3 期

対比 
実績 

（計画始期） 計画 実績 

中小規模事業者向け貸出残高 172,990 181,100 182,110 1,010 9,120

中小規模事業者向け貸出比率 41.23 41.43 43.60 2.17 2.37

経営改善支援等取組率 4.61 5.08 5.51 0.43 0.90

 ② 四半期報告 

    当会では、当組合が半期毎に作成する「経営強化計画の履行状況報告」

とは別途に、当会所定の書式により四半期毎に報告を受け諸施策の実施状

況等を管理するとともに、履行状況に応じた指導・助言を行っております。 

（２）モニタリング、ヒアリング 

 ① オフサイト・モニタリング 

    当会では、山梨県民信用組合から定期的に資料の提出を受け、状況把握

に努めております。 

具体的には、預金積金、貸出金の増減状況については日次でモニタリン

グし、流動性リスクの状況を検証し、有価証券運用については、当組合か

らの照会に対し当会の運用専門担当者が商品の特徴やリスクについてア

ドバイスしております。 

月次では、有価証券ポートフォリオの把握とリスク状況や運用状況の検

証を行い、年度では、決算状況分析を実施し、当組合に提供・説明するこ

とで問題認識の共有化を図っております。 

なお、平成 26 年３月期決算にかかる資料については、同年７月に提供

しており、平成 27 年３月期決算にかかる資料についても、同年７月の提

供を予定しております。 

当会では、引き続き、当組合における課題・問題点の早期発見と適切な

対応を図るべく、定期的に経営状況、リスク管理状況に関する各種資料の

提出を受けるとともに、所管部署ヒアリングの確実な継続実施と、出向者

協議会を通じた、より深度ある実態把握や対策の立案、遂行、事後管理に

基づく時宜に応じた適切な指導・助言等を行ってまいります。 

 ② 協議、ヒアリング 

    当会では、これまでの月次ヒアリングの継続実施に加え、個別施策毎（組
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合の所管部署毎）のヒアリングを実施することで、よりきめ細かな施策の

履行・実効性確保の検証強化を図ってまいりました。 

ａ．月次ヒアリング 

     経営強化計画に掲げる各施策の進捗状況等にかかるヒアリングにつき

ましては、平成 24年４月に初回のヒアリングを実施しており、平成 27

年５月までに、計 47回のヒアリングを実施しております。 

  ｂ．所管部署別ヒアリング 

所管部署別ヒアリングにつきましては、平成 24年４月から平成 27年

５月までに、営業推進部に対し 24回、融資部に対し 21回、総合相談セ

ンターに対し２回実施しており、営業推進部に対しては、営業推進部及

び推進指導役による臨店指導等の対応状況や営業戦略会議の開催状況

を検証し、営業店に対する指導方針や対応策を確認し、効果的な実施及

び営業戦略会議の進め方について指導・助言を行いました。 

結果、平成 27年３月期の中小規模事業者向け貸出は計画目標及び計画

始期を上回る実績となりました。 

融資部に対しては、大口与信先の管理方法や保全の状況等について検

証を実施し、与信管理の徹底について指導・助言を行ったほか、経営改

善サポート室の再生支援対応及び重点対応チームの管理回収状況につ

いて意見交換を行い、信用コスト抑制に向け、債務者の管理徹底を指導

いたしました。 

結果、平成 27年３月期の短期延滞は、前期末比９億円減少する結果と

なりました。 

総合相談センターに対しては、認定支援機関としての活動、出張相談 

センターの活動について検証し、センターの諸施策の実効性確保に向け、

積極的な対外活動について指導いたしました。 

結果、当組合では平成 25年 7月より総合相談センター職員が各営業店

に出向く「相談センター出張相談所」の開設に取組み、平成 26 年度に

おいては、128 件の事業者向け経営相談（事業性相談 72件、事業承継の

相談 8件、相続に関する相談 8件等）に対応し、このほか 260 件の年金

相談を実施しました。 

今後につきましても、月次ヒアリング及び所管部署別ヒアリングを確 

実に継続実施していくなかで、施策の細部にまで行き届いたきめ細やか

な助言・指導を行ってまいります。 
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  ｃ．出向者協議会 

平成 24年４月から平成 27年５月までに、当会からの出向者との「出

向者協議会」を 12 回実施し、当会のヒアリング等の対応に関し、効果

的な取組み、有効な施策について意見交換を実施いたしました。 

意見交換を踏まえ、営業推進面につきましては、当組合本部による営 

業店長指導に同席し、当会から収益管理の取組みに対する理解及び融資

見込先数の増加と日々の進捗管理の指導、融資面につきましては、延滞

管理資料の検証及び延滞発生の抑制に向けた指導を行いました。 

今後につきましても、出向者との情報交換や意見交換を行うなかで、 

深度ある実態把握を行い、施策の詳細な内容について、繰り返し助言・

指導を行ってまいります。 

（３）監査機構監査 

① 監査機構による検証・指導 

    当会では、山梨県民信用組合に対し、資産内容・査定状況の確認を主眼

とした監査機構監査を、年１回、実施することとしております。 

平成26年度におきましては、10月に監査機構監査を実施し、当監査にお

いて、大口与信先の状況把握を含む資産状況の確認や市場リスク及び事務

リスク管理態勢等の検証を通じて、融資先に対するモニタリングの充実や

再生支援の強化、反社対応の徹底、事務不備発生防止に向けた内部事務管

理体制の構築等経営改善に向けた助言を行っております。 

今後につきましても、当該監査を通じ、当組合の経営実態の詳細な把握

を行うとともに、経営改善に向けたアドバイスを行ってまいります。 

② 検証結果の継続確認 

当会では、監査機構監査の検証結果にかかる当組合の対応状況につきま

して、定期的な報告や管理資料及び所管部署別ヒアリング等の機会を通じ

た継続的な確認を実施し、課題未解消先にかかる指導・助言の強化を図っ

ております。 

これにより、監査機構監査時やヒアリング時等の時点対応に留まること

のない、継続的に検証する体制を構築しております。 

今後も、更なる管理・指導強化として、当会の指導専担部署による監査

機構監査のフォローアップヒアリングを実施することで、より深度ある時

宜に応じた助言・指導を図ってまいります。 
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（４）計画達成に必要な措置 

 ① 人的支援の実施 

    人的支援の実施につきましては、当会より役員(代表権のある理事)等の

派遣を継続しておりますほか、平成22年４月以降、実務者１名の追加派遣

を実施しており、延べ派遣人数は８名となっております。 

 ② しんくみリカバリの活用 

信用組合業界の企業再生ファンドであります「しんくみリカバリ」の活

用につきましては、実際の利用には至っておりませんが、引き続き、外部

人材・機関等を通じた先進的なノウハウ活用に向けた助言・指導を行うな

ど、当組合の取引先の再生支援に向けた取組みをサポートしてまいります。 

 ③ ＡＬＭサポートの実施 

ＡＬＭサポートにつきましては、経営指導監理課のコーディネートのも 

と、ＡＬＭ全般に関する、より高度な知識の習得とバランスの取れたリス

ク管理の手法を指導・助言しているほか、当組合より担当者をトレーニー

として受け入れ、オペレーションを含む具体的な管理指導を行うなど、態

勢整備とリスク管理の高度化に向けた取組みをサポートしております。 

 ④ 資金運用サポート（有価証券ポートフォリオ分析）の実施 

    資金運用サポートにつきましては、山梨県民信用組合によるリスク管理

及び資金運用を全面的にサポートするとの観点から、経営指導監理課に運

用サポート担当者を配置しておりましたが、平成26年７月より、信用組合

に対するＡＬＭ、リスク管理を含めた有価証券運用、収益力の強化におけ

るサポートについて、専門職員との更なる連携を図るため、当会理事長を

本部長、専務理事を実施責任者とする「信組経営サポート企画本部」を設

置し、更なる体制の充実と、経営指導・支援体制の強化に取組んでおりま

す。 

信組経営サポート企画本部の担当者が、当組合に対しまして、随時、金

利の見通しや運用方針に基づいた銘柄選定等にかかる助言を行っており

ますほか、リスクの所在確認や運用方針の策定にかかるサポートといたし

まして、収益機会やデュレーションの考え方、格付の見方、当組合の特性

に鑑みたリスクカテゴリーの絞り込み等を含めた幅広い助言を行い、策定

後の運用方針や運用計画についても、逐次、アドバイスを行っております。 

なお、平成 27 年度の運用方針策定に関してもアドバイスを実施してお

り、引き続き、安全性と市場流動性を重視した運用が行われるよう市場リ

スク管理及び資金運用についてサポートしてまいります。 
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 ⑤ トレーニーの受入 

山梨県民信用組合では、体制強化の一環として、人材育成・ノウハウの

蓄積が不可欠でありますことから、引き続き、当会が取組んでおりますヒ

アリングや資金運用・ＡＬＭサポート等を通じまして、当組合の有価証券

運用体制やリスク管理体制の現状の把握に努めますとともに、適宜、トレ

ーニーの受け入れを実施してまいります。 

⑥ 各種会議等の開催 

    当会では、全国の信用組合の経営サポートを目的とした会議、研修を開

催しており、山梨県民信用組合も参加しております。 

取組施策 実施時期 

【人的サポート】 

 ○ 当会からの人材派遣(継続) 

【資金運用サポート】 

 ○ ポートフォリオの状況、リスク管理体制、

資金運用アドバイス 

【経営戦略サポート】 

 ○ 中小企業庁による各種制度及び日本政策金

融公庫との業務連携にかかる説明会 

 ○ 認定支援機関向け経営支援実務研修会 

 ○ 自己資本比率規制にかかる説明会 

 ○ 創業支援等に関する説明会 

 ○ 金融モニタリング基本方針等の概要並びに

同基本方針を踏まえたリスク管理態勢構築に

ついて 

 ○ ㈱地域経済活性化支援機構業務説明会 

 ○ 平成 26年度「しんくみ経営戦略会議」 

（関東・甲信地区） 

 ○ 「女性活躍のための推進・支援の取組み」

等にかかる会議 

 ○ 職域セールス業務説明会 

平成 24年６月 

平成 26年４月 

平成 26年 11月 

平成 27年５月 

平成 25年７月 

平成 25年 11月 

平成 25年 12月 

平成 25年 12月 

平成 26年１月 

平成 27年２月 

平成 26年 11月 

平成 26年 11月 

平成 27年２月 

以 上 


