
葛飾北斎「冨嶽三十六景 深川万年橋下」提供 すみだ北斎美術館 

平成28年度は中長期計画「金融創生力の発揮と未来への挑戦！」の第1期間「変革への挑戦！」の最終年度
という位置づけの中、「顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮」「地域の面的再生への積極的な参画」「地
域や利用者に対する積極的な情報発信」の３項目に重点を置き、地域金融機関として取引先企業の支援強
化、地域経済への貢献等、「地域密着型金融」を推進してまいりました。  

今後も、コンサルティング機能の更なる充実を図りながら、さまざまな経営課題を抱えているお客様企業のライフス
テージに応じた支援に取組んでまいります。 

                                           平成29年7月31日     
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（１）創業・新事業開拓を目指す取引先企業への支援  
   

① 墨田区と連携した創業支援事業の実施  
  

 墨田区、当金庫、各支援機関が連携して策定した「創業支援事業計画」として以下の３つの事業を実施しました。 
  

 ●「ひがしん創業塾」 ／31人 ● 「ひがしん創業セミナー」／26人 
 ●「相談窓口」による個別相談／35件  
  

 創業希望者等の創業に対する理解度向上や課題解決等を図りました。 
 

② 国や自治体と連携した施策の活用支援  
  

 「経営力向上計画」及び「ものづくり補助金」説明会／397名参加 
   

 ●10/20 江東地区（深川支店）・千葉地区（船橋支店） 
 ●10/21 墨田地区（本店）・江戸川地区（葛西駅前支店） 
 ●10/24 江東地区（亀戸支店）・千葉地区（本八幡支店） 
 ●10/25 墨田地区（両国支店）・西地区（入谷支店） 
 ●10/28 北地区（金町支店）・西地区（大和町支店） 
 ●11/1  江戸川地区（西小岩支店）・北地区（綾瀬支店） 
 

③ 東京海洋大学・芝浦工業大学・千葉商科大学・東京理科大学・東洋大学・都立産業技術研究 
  センター等と連携した経営・技術相談の実施  
 

 ●経営診断実習実績／7社  ●技術相談実績／18件  ●城東地域活性化協議会／10回開催   
 

④ 連携機関を活用した創業支援融資（保証協会創業支援融資の推進等）    
   

 ●実行件数／159件  ●実行金額／777百万円（内、女性・若者・創業サポート事業11件、70百万円） 

創業塾受講生によるプラン発表 
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（２）成長段階における更なる飛躍が見込まれる取引先企業への支援  
   

 

① 中小企業の多様な資金調達への対応  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ●経営者保証に依存しない融資の促進 
 

  担保・保証に必要以上に依存しない融資手法の徹底のため、取引先事業者の成長性・収益性などの評価を 
  おこなう目的で「事業性評価シート」の作成および活用方法についての研修を8回にわたり実施しました。 
 

【推進項目】 【平成28年度実績】 

●事業所ローン「さくせす行進曲」の推進 

  

実行件数／4,256件 
実行金額／47,545百万円  

●事業サポート資金の推進 
実行件数／91件 
実行金額／13,807百万円 

●医療、介護福祉事業所向け事業資金
「成長」Ⅰ、「成長」Ⅱの推進 

実行件数／1件 
実行金額／5百万円 

●東京商工会議所会員専用フリーローン 
            「マイライフＢ」の推進 

実行件数／1件 
実行金額／1百万円 
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（２）成長段階における更なる飛躍が見込まれる取引先企業への支援  
   

 

② 中小企業への人材マッチング 
  

 外国人従業員の理解の一助とすべく、タイの大学生4名をインターンシップ生として当金庫及び海外進出を検討している 
 取引先企業で受入れました。 

 
③ 中小企業の海外進出支援  
  
 日本貿易振興機構（JETRO)、関東経済産業局、中小企業基盤整備機構、信金中央金庫、海外人材育成協会  
 など各関係機関との連携による海外展開支援をおこなっています。 
 また、タイのバンコクにある泰日経済技術振興協会（以下ＴＰＡ）との連携により、バンコク駐在員デスクを設置し、Ｔ   
 ＰＡ職員とＴＰＡへ派遣している当金庫職員で構成する「日タイ海外事業展開プロジェクト」として、タイへの進出企業    
  支援を実施しています。 
 
  ●海外進出相談実績／90件（内バンコクデスクTPAへの相談／22件） 
 ●補助金採択先／1件 
 ●海外子会社への直接貸付／6件（101百万円） 
 
 また、平成29年3月には一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA) 
 と業務連携を締結し、HIDAのサービスを提供することにより、新たな海外展開 
 支援を開始しています。 
 
  ＨＩＤＡとの業務連携を締結 
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（３）経営改善が必要な取引先企業への支援  
   

 

① 経営改善取組み先に対する経営改善計画書の策定とその進捗管理の徹底 
    

 地域密着型金融の更なる推進により、コンサルティング機能の発揮と具体的な解決策を提案し実効性のある経営改善  
 計画書の策定（再策定を含む）支援を通じて経営改善支援に取組むとともに、経営改善計画書の進捗管理をおこ 
 ないました。 
   

 ●企業支援対象先155先のうち、債務者区分がランクアップした先は10先となりました。 
 ●上記取組先155先のうち、経営改善計画書の策定支援と進捗管理先は109先となりました。 
 

② コンサルティング機能の充実 
  

 ●直接顧客と面談する機会の多い営業課職員を対象とした「事業性 
     評価研修」を5回おこない、地区ブロックの研修や地区別の勉強会へ 
     積極的に参加し、事業性評価の取組みの周知を図りました。 
  

  ●事業性評価に基づく融資をおこなった先数および融資残高は、 
     42先、3,391百万円となりました。   
  

 ●ＴＫＣモニタリング情報サービスの利用を開始し、ＴＫＣ会員事務所 
     と連携した実効性のある提案が出来る体制を構築しました。 

営業課職員への事業性評価研修 
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（４）事業再生や業種転換が必要な取引先企業への支援  
   

  

① 中小企業再生支援協議会、㈱地域経済活性化支援機構（REVIC)等の外部機関の活用推進 
  

 中小企業再生支援協議会、㈱地域経済活性化支援機構（REVIC)等の公的支援機関と積極的に連携強化を図り、   
 再生支援に取り組んでいます。 
  

 ●中小企業再生支援協議会等への事前相談を11先で実施、4先について再生計画が策定されました。 
  
 平成27年8月に㈱地域経済活性化支援機構（REVIC)と特定専門家派遣契約を締結し、取引先事業者に対するコ   
 ンサルティング機能の強化ならびに取引先事業者に対する事業性評価の体制を構築しました。 
 

 ●平成28年9月、取引先事業者について特定専門家派遣を実施しました。 
 

② 抜本的な再生手法（DDS、再生ファンドの活用、第二会社方式等）の活用による再生支援の実施 
  

  ●当金庫の取引先について、東京都中小企業再生支援協議会の支援 
     のもとスポンサー企業による資金支援を含んだ抜本的な再生支援を実 
     施しました。   
 

ＲＥＶＩＣと特定専門家派遣契約を締結 
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（５）事業承継が必要な取引先企業への支援 
 

① 外部支援機関との連携強化による事業承継、Ｍ＆Ａ等の支援 
  

 国・墨田区、民間のＭ＆Ａ仲介会社と連携したＭ＆Ａの支援や中小企業応援センターのアドバイザーによる窓口相談  
 を実施しました。 
  

 ●相談件数／40件（内、事業引継支援センター 1件、信金キャピタル 5件） 
 

② 組織化による交流活動を通じた人材育成 
   ひがしん若手経営者の会 ラパン（若手経営者等で構成)の活動強化 
  

  中小企業の若手経営者に対し、各種セミナーや異業種交流等を通じて経営に対する関心を高めるとともに、事業承継や    
 諸問題の解決に向けたサポートをおこなっています。 
  

 ●平成29年3月末現在会員数／252人 
 

 ●会員大会・地区別交流会の開催、特別セミナー・実業セミナーの実施、 
   多摩ブルー・グリーン倶楽部との交流、4金庫（広域連携先）合同交 
     流会、奈良産業視察とやましん経営塾若手経営者会との交流を実施 
     しました。 
 

③ 「社長60歳企業健康診断」事業の取組み 
  「墨田区地域金融機関ネットワーク」を新たに設置し、東京商工会議所 
 墨田支部・墨田区・他地域金融機関・政府系金融機関が連携して、 
 地域の喫緊の課題である中小企業の事業承継問題に「オールすみだ」で 
 取り組む「社長60歳企業健康診断」事業を開始しました。 
  

  ●「キックオフ会議」及び「事業承継の目利き力を高める職員研修会」を 
   共催（10月開催）し、当金庫実務担当者が30名参加 
 ●診断申込み企業／35社（内当金庫18社） 
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（６）企業のライフステージ全般にわたる支援 
   
   

① 中小企業応援センターによる経営相談および専門家派遣等の実施 
  

   地域事業者の経営・技術課題に対応するための相談窓口の設置および相談対応や専門家派遣等の実施、各種施策   
   を周知するためのセミナーの開催等をおこないました。 
  

   ●相談件数／880件 
  ●派遣した専門家の人数／78名  
  

② 中小企業経営力強化支援法による「経営革新等認定支援機関」としての機能の発揮 
 

   税理士等の中小企業支援者と連携して補助金等の事業計画策定について支援をおこないました。 
    

   ●認定支援機関「確認書」発行／252件（中小企業庁補助金申請支援件数） 
   ●補助金採択／143件 
 

③ 営業活動におけるビジネスマッチングの推進 
 
   営業店担当者が営業訪問活動の中でお客さまから寄せられるビジネスマッチング 
   ニーズに対し、営業店・本部が連携し当金庫のお取引先企業を紹介しています。 
  

   ●ビジネスマッチング相談件数／1028件（うち、成約件数／712件） 
   ※ビジネスフェアでのマッチング含む 

 
 中小企業診断士による経営相談 
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（１）ビジネスマッチングの推進により地域の活性化を図る 
 

① 「ひがしんビジネスフェア」を活用した取引先企業のビジネスマッチング支援 
  

   平成19年から「ひがしんビジネスフェア」と改称して、当金庫の取引先に限定せず、幅広く参加企業・参加者を募るビジネ  
   スマッチングの機会として実施しています。 
  

   【ひがしんビジネスフェア2016】（平成28年11月9日開催） 
  

   ●参加数 16都道府県／18信用金庫  ●出展社数 176企業／187ブース 
  ●広域連携信用金庫 17信用金庫／43ブース  ●来場者数 約9,300名  
 

   また「ひがしんビジネスフェア」を通じてビジネスマッチングの機会を広く提供するとともに、支店単位で取引先業者を紹介す 
  る活動にも積極的に取り組んでいます。 
    

   ●バイヤー参加数／11社、商談件数／64件（うち実績33件） 
    

（２）商工会議所との連携強化による地域活性化への取組み 
 

① 補助金相談会の開催 
 

   船橋商工会議所がおこなう小規模事業者支援として小規模事業者 
   持続化補助金の申請相談の支援をおこないました。 
 

  ●補助金相談会の実施／２回・相談件数／42件 
 

② 健康経営オープンセミナーの開催 
  

  「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できる」との考えで健康管理を経営 
   的視点で考える「健康経営」の取り組みに ついて、東京商工会議所の協力をいただきセミナーを開催し110名にご参加 
   いただきました。その後、7社の事業者さまが「健康経営宣言」をしました。 
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（３）ライフサイクルに合わせた預金商品の取扱いによる支援機能強化 
   
   

【預金商品】 【平成28年度実績】 

●ひがしんファミリーとくとく定期積金 

  

契約件数／2,026件 
契約金額／981百万円  

●がん検診受診率向上啓発定期預金 
 「ひがしん なでしこ」 

契約件数／2件 
契約金額／40万円 

●退職金定期預金 
 「ひがしん 耀（かがやき）」 

契約件数／195件 
契約金額／2,853百万円 

●年金受給者向け定期預金 
 「わ～い・わ～い500」 

契約件数／42,906件 
契約金額／78,364百万円 

『ひがしん なでしこ』契約者 
へのプレゼント 
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（４）地域に密着した顧客の組織化推進による多様なサービスの向上 
   
   

【各顧客組織】 【実績】 

【事業主の会】 
ひがしんビジネスクラブ「オーロラ」 

  

●年1回の会員大会開催 
●地区別セミナー、各支部において経営勉強会、講演会、 
   研修会、懇親会等の開催 
●産業視察、工場見学の開催 
●平成29年3月末会員数／1,628社 

【年金受給者の会（当金庫受給口座指定者）】 
ひがしん わいわい倶楽部  

●文化、教養、趣味などの講演会・講習会の開催 
●旅行、観劇会、セミナー等の開催 
●高齢者の介護関連支援事業 
●平成29年3月末会員数／45,565名 

【女性の会】 
ひがしんレディースクラブ「レインボー」 

●年1回の会員大会開催 
●文化、教養、趣味などの講演会・講習会の開催 
●旅行、観劇会、セミナー等の開催 
●平成29年3月末会員数／568名 

【若手経営者の会】 
ひがしん若手経営者の会「ラパン」 

●年1回の会員大会開催 
●地区別交流会、勉強会、研修会、講演会、セミナー等の開催 
●産業視察、工場見学の開催 
●他団体との交流事業の開催 
●平成29年3月末会員数／252名 
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（５）「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に即した取組み 
   
   

 ① 国際ユニヴァーサルデザイン協議会・芝浦工業大学等と連携した 
   「48時間デザインマラソンプロジェクト」実施 
  

   ●「製品化プロジェクト」による顧客企業を中心とした2チームにより、それぞれのテーマに対してデザインの製品化がおこな   
   われ国際ユニヴァ―サルデザイン会議に試作品を展示しました。 
 

 ② 信金キャピタル㈱の創業・育成＆成長支援ファンド「信金の翼」と連携した案件の発掘・組成 
  

   ●１件／50百万円実行 
 

 ③ 高校生ドリームプランコンテストの実施 
 

   ●都立橘高等学校、日本大学第一高等学校、都立本所高等学校、 
   安田学園高等学校と連携し開催、4チーム、14名が参加しました。 
 

 ④ 気仙沼「地産都消プロジェクト」の発足 
  

   東京海洋大学・気仙沼信用金庫と連携し、東日本大震災で打撃を受けた 
  三陸気仙沼の漁業者や水産加工業者と都内の飲食店や食品関連事業 
   者とを結びつけ、販路拡大や差別化、高付加価値化を支援する広域連携 
   事業です。 
     

   ●東京と気仙沼とをつないだTV会議の実施／4回 
   ●気仙沼がブランド化を目指しているメカジキの試食会を都内で開催／40名参加 
   ●気仙沼現地視察会の実施／11名参加 
 

ユニヴァーサルデザイン製品を開発 
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（６）地域活性化ローン 「粋」・「雅」・「商店街応援ローン」の推進 
   
   

 東京スカイツリーの開業で活性化が見込まれる地域の資金ニーズに応える事を目的とし、設備資金に限定した商品として、   
 事業先対象の「粋」、個人対象の「雅」として、平成24年4月から取扱いを開始しています。 

【商品概要】 【実績】 

●「粋」 
事業先対象の商品で、店舗改装、新規開業・創業に係る設備等の設備資金
ニーズに対応する商品ですが、資金使途の改定をおこない、太陽光発電設備や、
運転資金にまで資金使途を拡大するとともに、融資条件も緩和しています。 

  

実行件数／1,211件 
実行金額／3,173百万円 

●「雅」 
個人対象の商品で、資金使途を「健康で文化的な生活を営む為に必要な資
金」として、利便性を高めています。 

実行件数／55件 
実行金額／107百万円 

●「商店街応援ローン」 
「粋」を利用した新商品「商店街応援ローン」の取扱いを開始、商店街の事業
所に特化した商品として、地元商店街の活性化に寄与しています。 

実行件数／618件 
実行金額／1,326百万円 
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（７）信用金庫業界のネットワーク活用 
   
   

 ① 多摩信金ブルー・グリーンとひがしんビジネスクラブ「オーロラ」、 
                                                 ひがしん若手経営者の会「ラパン」との視察・交流会を実施 
  

   ●平成28年9月5日「多摩信金ブルー・グリーンとの交流会」を実施し、多摩信金の取引先企業の企業視察及び経営 
   者同士の交流会を図りました。 
 

 ② 大和信金やましんビジネスクラブ若手経営塾と 
                               ひがしん若手経営者の会「ラパン」との視察・交流会を実施 
  
  

   ●平成28年11月18日～19日「奈良企業視察ツアー」 を催行。大和信金の取引先企業の工場見学や企業視察及 
   び、経営者同士の交流会を実施。 
       

 ③ 4金庫（東京東信金・大和信金・諏訪信金・高岡信金）合同若手経営者交流会を実施 
  

 ④ 旅行企画において、他信金の取引先のホテル、飲食店、お土産店などを旅行行程に組み入れる 
  

   ●平成28年9月6日～8日、13日～15日「地方創生秋田応援ツアー」 を催行。 
      秋田信金・盛岡信金の取引先ホテル・飲食店・お土産店を旅行企画に組み入れました。 
   ●平成28年10月13日、九州ひぜん信金 経営者の会による㈱浜野製作所、橘銀座通り商店街の視察を催行。 
  ●平成28年11月11日、会津信金 あいしん経営塾による㈱浜野製作所、橘銀座通り商店街の視察を催行。 
   ●平成29年3月1日～3月18日「日本の宿 古窯に泊まる 南東北満喫の旅」を催行。山形信金・米沢信金・一関信 
   金の取引先ホテル・飲食店・お土産店を旅行企画に組み入れました。 
   ●平成29年3月22日～23日「金沢企業視察旅行1泊2日」 を催行。 
   金沢信金の取引先企業の工場見学や企業視察を実施。 
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（１）ガバナンスの強化  
   

① ひがしん「経営報告会」の開催  
  

 平成16年度から信用金庫版のIR活動として「経営報告会」を開催しています。出資会員の方々を中心に、当金庫の 
 経営内容や経営方針を積極的に開示することによって、地域から一層の信認を得ることを目的としています。 
  
 ●8/29   墨田・江東地区（亀戸カメリアホール）／235名参加 
 ●8/30   江戸川・千葉地区（タワーホール船堀）／170名参加 
 ●9/2     西・北地区（浅草ビューホテル）／142名参加 
 

② 総代との意見交換会 
 

 ●金庫運営に関して会員等の意見・要望等を反映させる為、 
   11月10日から29日まで地区毎に6回開催し、総代と   
     金庫役員が意見交換会をおこないました。  

経営報告会を３回開催 
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（２）地域に対する情報発信  
   

① ホームページ・デジタルサイネージ等を利用した情報発信 
  

 ●「ひがしんを知っていただくガイドブック」を40,000部作成し「ひがしん経営報告会」のほか、店頭及び営業の訪問先に 
  て配布しました。また、当金庫の社会貢献活動、各種イベント情報や地域行事、金庫の取組等を積極的に取材し、 
    当金庫76ヵ所の店舗（本支店・有人出張所）や各種イベントでデジタルサイネージにて配信しています。 
 

② 当金庫情報誌「Good Smile」、「わいわい倶楽部通信」等での情報発信 
  

 ●「Good Smile」 発行部数／40,000部  ●「わいわい倶楽部通信」 発行部数／40,000部 
 

③ 振り込め詐欺等特殊詐欺の撲滅に向けてロールプレイング大会を開催 
 

 ●「振り込め詐欺等特殊詐欺を未然に防止するには」～巧妙化する手口 
    からお客様の大切な財産を守る～をテーマに、地区大会を勝ち抜いた代表 
    6チームによる金庫大会を曳舟文化センターにて開催し570名にご観覧 
    いただきました。 

 
 

ロールプレイング大会を開催 
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