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「金融仲介機能のベンチマーク」への取組み方針 
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 平成28年9月に金融庁から公表された「金融仲介機能のベンチマーク＇以下、ベンチマークと
いう。（」に基づき、平成28年度におけるベンチマークの実績を公表いたします。 

当行では、今後もベンチマークを積極的に活用し、中小企業や個人事業主のお客さまのニー
ズや経営課題に対応した適切な解決策をご提案することにより、地域金融機関としての金融仲
介機能を十分発揮し、お客さまの成長・発展、地域経済の活性化に貢献してまいります。 

当行の取組み方針について 



「金融仲介機能のベンチマーク」の計数 

 メインバンク…当行の融資残高が最も多い先 
 メイン先数…単体ベースでカウント 
 経営指標等の改善…前年対比で①②③のいずれかの経営指標が改善した先  
               ①売上高が増加  ②営業利益率が改善  ③就業者数が増加 

  当行はかねてより、地域の中小企業や個人事業主のお客様に対して経営支援に積極的に取り組んでま
いりました。お客さまの事業拡大や経営改善を着実に図るためコンサルティング機能を発揮してきた結果、 
当行をメインバンクとしてご利用いただいているお取引先のうち約４４％が経営指標(売上高か営業利益率)
が改善または就業者数が増加しました。 
また、経営指標等が改善したお取引先の融資残高も増加傾向で推移しております。 
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 ＇１（取引先企業の経営改善や成長力の強化  

平成２８年３月末 平成２９年３月末 

メイン先数 ９，００１先 ９，０２９先 

メイン先の融資残高 １，９３９億円 １，９４８億円 

経営指標等が改善した先数 ４，０４６先 ３，９８０先 

共通ベンチマーク１ 
 金融機関がメインバンクとして取引を行っている企業のうち、 

 経営指標の改善や就業者数の増加が見られた先数、及び、同先に対する融資額の推移 
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「金融仲介機能のベンチマーク」の計数 

共通ベンチマーク２  金融機関が貸付条件の変更を行っている中小企業の経営改善計画の進捗状況 

平成２８年３月末 平成２９年３月末 

条件変更総数 ６７９先 ６５８先 

うち好調先 売上高達成率120％超の先 ７先 ６先 

うち順調先 売上高達成率80％～120％の先 ８先 ８先 

うち不調先 

売上高達成率80％未満の先 ５先 １先 

計画なしの先 ６５９先 ６４３先 

 公的機関や外部専門家と積極的に連携し、経営改善計画(実抜計画)の策定および進捗状況の適切なフォ

ローアップを行うことにより、取引先企業の経営改善や抜本的な事業再生支援に向けた取組みを行っており
ます。 
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 経営改善計画にて
策定の売上高(単年
度)の数値を基準に
判断しております。 

 

 不調先には経営改
善計画＇実抜計画（
なしの先も含んでお
ります。 

 ＇２（経営改善や抜本的な事業再生支援に向けた取組み 



「金融仲介機能のベンチマーク」の計数 

共通ベンチマーク３   金融機関が関与した創業・第二創業の件数 

平成２７年度 平成２８年度 

当行が関与した創業件数 ９４先 ８５先 

うち創業・新規事業支援融資をした先 ７９先 ８５先 

うち創業・新規事業支援融資をした先かつ創業補助金受付先 ６先 ０先 

うち創業補助金のみ受付先 ９先 ０先 

当行が関与した第二創業件数 ０先 １先 

 新規創業を目指すお客さまに対しては、各種補助金制度を積極的に活用し、事業計画書策定のアドバイ
スや資金調達の支援を行うとともに、外部専門家や外部機関と連携しながら創業者支援に向けた取組みを
強化しております。 
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 ＇３（創業者支援に向けた取組み 

 創業支援…創業計画の策定支援、創業期の取引先への融資、政府系金融機関や創業支援機関の紹介、 
         ベンチャー企業への助成金・融資・投資 



「金融仲介機能のベンチマーク」の計数 

 お客さまのライフステージに応じ、お客さまの立場に立って適時に最適なソリューションを提案し、ソリュー
ションの実行後においても、必要に応じ外部専門家・外部機関の連携先と協力しながら、ソリューションの実
行状況を継続的にモニタリングするとともに、経営相談や経営支援を行っております。 

 今後においても、お客様の経営課題の把握や経営ビジョンの確認を行い、創業後の事業成長支援や各ラ
イフステージに応じた総合的なソリューションを実行してまいります。  

 全与信先 
創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期 

ライフステージ別 
の与信先数 

及び融資残高 

平成２８年 

３月末 

１３，０７４先 １，６４８先 ３５１先 ９，５２５先 ５９６先 ９５４先 

３，０３９億円 ２８９億円 ９８億円 ２，４２１億円 ３９億円 １９０億円 

平成２９年 

３月末 

１３，２７７先 １，７０７先 ３２０先 ９，８３３先 ４６０先 ９５７先 

３，０９５億円 ２８６億円 １１８億円 ２，４６３億円 ４８億円 １７８億円 

 創業期…創業、第二創業から5年まで 
 成長期…直近2期の売上高平均が直近3期の売上高平均の120％超 
 安定期…直近2期の売上高平均が直近3期の売上高平均の80～120％ 
 低迷期…直近2期の売上高平均が直近3期の売上高平均の80％未満 
 再生期…貸付条件の変更等を行った期間 

共通ベンチマーク４   ライフステージ別の与信先数、及び、融資額 
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 ＇４（ライフステージに応じたソリューション機能の強化 



「金融仲介機能のベンチマーク」の計数 

平成２８年３月末 平成２９年３月末 

先数 融資残高 先数 融資残高 

事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資残高 １０４先 ２３４億円 １５１先 ２７３億円 

上記計数の全与信先数及び当該与信先の融資残高に占める割合 ０．８％ ７．７％ １．１％ ８．８％ 

 事業性評価に基づく融資…定量的な財務内容のみによらず、事業内容・技術力・持続性や成長可能性及び経営者の 
                   資質等、個社ごとに異なる事業性を適切に評価した融資 

共通ベンチマーク５ 
  金融機関が事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額、及び、 
  全与信先数及び融資額に占める割合 
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 ＇５（事業性評価に基づく融資による本業支援 

 当行は、本部・営業店が一体となり、お客様の経営課題の解決に資する担保・保証に過度に依存しない融
資の実行や、ニーズを的確に捉えた商品・サービスの提供による生産性の向上等の支援に積極的に取り組
んでおります。 
 平成２８年４月には「事業性評価室」を設置しており、今後もお客さまの事業内容や成長可能性を適切に
評価するとともに、コンサルティング機能の一層の強化に努めてまいります。 
 



「金融仲介機能のベンチマーク」の計数 

選択ベンチマーク１   全取引先数と地域の取引先数の推移 

  当行は地域社会とともに発展することを経営理念とし、全営業店を福岡県内に配して、中小企業専門金融
機関としての使命と役割を果たすことを常に心がけた業務運営を行ってきました。 

 かねてから「地元に親しまれ、信頼される銀行」を目指して、地域社会との交流も積極的に進めております。
これからも、地域金融機関として、さらに地域社会の発展に貢献できるように努めてまいります。 
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 ＇６（地域へのコミットメント・地域企業とのリレーション 

平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 

地元 地元外 地元 地元外 地元 地元外 

福岡県 福岡県外 福岡県 福岡県外 福岡県 福岡県外 

全取引先数 １２，７６７先 １３，０７４先 １３，２７７先 

地域別の取引先数の推移 １２，６２３先 １４４先 １２，９１９先 １５５先 １３，０９９先 １７８先 

 全取引先…地方公共団体・アパートローンを含む法人・個人の事業所先 
 地元・地元外…当行の営業地盤である福岡県内での取引先を地元、福岡県外での取引先を地元外としてカウント 



「金融仲介機能のベンチマーク」の計数 

選択ベンチマーク１９    Ｍ＆Ａ支援先数 

平成２８年３月末 平成２９年３月末 

  Ｍ＆Ａ支援先数 １６先 ４８先 
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 ＇７（企業のライフステージに応じたソリューションの提供 

 後継者問題等のお悩みや事業拡大ニーズを有する中小企業や個人事業主のお客様に対し、税理士
やコンサルティング会社などの外部専門家の知見も活用しながら、事業承継支援やＭ＆Ａ支援を行っ
ております。 
 

選択ベンチマーク２１    事業承継支援先数 

平成２８年３月末 平成２９年３月末 

 事業承継支援先数 ３０先 ５２先 



「金融仲介機能のベンチマーク」の計数 

独自ベンチマーク 
  中小企業向け融資を行っている貸出先数・貸出残高、及び、全貸出先数・貸出残高に 
  占める割合 

 中小企業等向け貸出比率…全貸出金に占める中小企業、個人自営業者及び個人に対する貸出金の割合 
 中小企業向け貸出比率…全貸出金に占める中小企業及び個人自営業者に対する貸出金の割合で、上記の 
                   中小企業等向け貸出比率より個人ローンを除いたもの 9 

 当行は地域と共に栄えるために、中小企業専門金融機関を標榜し地元中小企業への貢献を第一に業務
運営を行っております。 

 今後とも地域になくてはならない銀行となるために地元中小企業のパートナーとして貢献し、皆様とともに
地域社会の発展に努めてまいります。 

平成２８年３月末 平成２９年３月末 

貸出先数 貸出残高 貸出先数 貸出残高 

全貸出金＇Ａ（ ２５，８３０先 ３，５９５億円 ２６，４０１先 ３，６７９億円 

中小企業等向け貸出金＇Ｂ（ ２５，７９７先 ３，２８３億円 ２６，３６９先 ３，３７８億円 

うち中小企業向け貸出金＇Ｃ（  １３，０２７先 ２，６１５億円  １３，２３３先 ２，６８１億円 

中小企業等向け貸出比率＇Ｂ／Ａ（ ９９．８７％ ９１．３２％ ９９．８７％ ９１．８３％ 

うち中小企業向け貸出比率＇Ｃ／Ａ（ ５０．４３％ ７２．７４％ ５０．１２％ ７２．８６％ 

 ＇８（中小企業専門金融機関としての取組み 
   ✓中小企業への円滑な資金供給による中小企業の成長力支援 




