
　当行では、現在の経済金融情勢や雇用環境の状況などに鑑み、お借入れおよび返済条件のご変更等にかかるお客さまからの
ご相談等に、より適切に対応するため、「金融円滑化推進についての当行の方針」を制定し、役職員に遵守するよう徹底するととも
に、当行ホームページにも掲載しています。

震災復興・金融円滑化に向けた態勢整備の状況

金融円滑化推進に関する考え方
　当行は、経営の基本理念の第一に「奉仕の精神の高揚」を掲げ、従来より地域への円滑な資金供給や、お客さまの経営改善あ
るいは再生に向けた支援など、地域密着型金融の推進に積極的に取組んでまいりました。
　平成21年12月には、「金融円滑化推進についての当行の方針」を制定し、新規のお借入れおよび返済条件のご変更等にかかる
ご相談・お申込みに対し真摯に対応してまいりました。また、震災後は、震災により被害を受けられたお客さまの生活再建や復旧・
復興に向けた支援に積極的に取組んでおります。
　平成25年3月末に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（中小企業金融円滑化法）」の期
限を迎えましたが、当行の金融円滑化推進に向けた対応はこれまでと何ら変わりなく、今後もお客さまの状況に応じ、弾力的かつ
迅速な対応に努めてまいります。　　　

金融円滑化推進にかかる行内体制の概要

　当行では、東日本大震災による甚大な被害を踏まえ、金融サービスの提供と金融仲介機能の発揮に努めるとともに、地域・お客
さまの復興に向けた取組みを金融面から支援し、地域と共にある金融機関としての責務を果たしていく観点から、地域経済の復
興と発展への貢献に向けた「復興支援方針」を策定しております。
　また、震災の影響で毀損した自己資本額を補填するとともに、今後のリスクアセットの増加や信用コストの高まりに対して万全
を期すため、平成23年12月28日に、公的資金（金融機能強化法の震災特例に基づく劣後ローン）200億円を導入いたしました。
　活力に満ち、豊かで優しさにあふれる宮城、東北を取り戻すため、さまざまな課題に積極的に取り組み、全役職員を挙げて、地
域、お客さまを支援するために行動してまいります。

復興支援方針

　金融インフラの復旧や、お客さまとのお取引の早期正常化に取り組むとともに、金融仲介機能の更なる向上にむけた取組みを
推進し、地域社会・経済の復興、発展に貢献するため、平成23年5月、本部に頭取を委員長とする「震災復興委員会」を設置してお
ります。震災復興委員会では、震災による影響等の把握、被災店舗の対応および復興支援にかかる施策等の審議やその実施状況
等についてモニタリングを行うとともに、実行性に応じて施策の見直しも適宜行っております。

震災復興委員会

　震災の影響を踏まえ、各種お取引について当面、主に以下の取引について弾力的なお取扱いを実施しております。
○取引銀行以外での預金の払戻し
○手形交換に関する特別措置（一部地域のみ）
○義援金振込み手数料の減免等

被災されたお客さまに対する弾力的なお取扱い

※お取扱いの詳細につきましては、当行ホームページや本支店の窓口にてご確認ください。

復興支援方針

1．金融仲介機能の発揮
私たちは、地域と共にある金融機関として、復旧・復興に向けた資金需要に積極的に対応するとともに、再建に向け
主体的に取り組むお客さまに対する貸出条件の変更や二重債務の解消等、被災されたお客さまが抱える問題の解決に
真摯に対応してまいります。

2．地域の復興と更なる発展への貢献
私たちは、コンサルティング能力・目利き能力を一層強化し、積極的なお客さま訪問等を通じて把握した復興ニーズ
に対し、迅速かつ最適なソリューションを提供していくとともに、地域の復興施策の実行主体である地方公共団体等と
の連携を一層強化し、地域の再生や産業の活性化に資する施策に積極的に参画していくことにより、地域の復興と更な
る発展に貢献してまいります。
また、お客さまの利便性の向上を図るとともに、金融サービスの安定的な提供を通じて地域の再生、再建を十分に支
援していくため、店舗網および営業体制の整備に努めてまいります。

3．防災・安全、環境配慮型社会への対応
私たちは、甚大な震災被害を踏まえ、防災や減災、安全に一層配慮するとともに、災害等緊急時においても継続的な
金融サービスの提供を行うために業務継続体制の強化に取り組みます。
また、復興後に見込まれる地域の環境配慮型社会を見据え、省エネルギー、環境に配慮した取組みを進め、地域社会
に長期的・持続的に貢献してまいります。

～活力に満ち、豊かで優しさにあふれる宮城、東北を取り戻すために～

地域と共に

震災からの復興に向けて
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お取引先に対する支援の状況

【ご来店】 営業店（出張所）
（震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」）

ローンセンター
（個人ローンご返済相談窓口）

取 締 役 会
（方針の決定、組織・体制整備）

【金融円滑化推進委員会】
（適切な対応に向けた態勢整備）
委 員 長：役付取締役
　　　　  （審査部担当役員）
副委員長：審査部長
委　　員：関係部の部長

関 係 部
○総合企画部
○コンプライアンス統轄部
○リスク統轄部
○営業統轄部
○営業支援部

〈金融円滑化支援チーム〉
（具体的対応策の検討）
部会長：企業支援室長
部　員：関係課の課長

常 務 会
（推進管理状況の
分析、評価・改善）

頭 取 監査部

監査役

役員部長連絡会

審査部担当役員
（金融円滑化推進管理態勢の整備・確立）

審 査 部
（方針の策定・推進管理の統轄）

【連 携】
外部専門家

（経営コンサルタント等）
外部機関

（中小企業再生支援協議会等）

コンプライアンス統轄部
お客様サポート課
（苦情相談窓口）

企業支援室
（経営改善支援・再生支援の統轄）

外部専門家（常駐）

審査部長
【金融円滑化推進管理責任者】

（金融円滑化推進管理全般を統轄）

営業店長（出張所長）
【金融円滑化推進管理担当者】

ローンセンター所長
【金融円滑化推進管理担当者】

本店ローンセンター
（事業資金にかかる休日相談窓口）

営業支援部
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　七十七銀行では、昭和３６年に経営の基本理念として「行是」を制定しておりますが、そのなかで「奉仕の精神の高揚」を第
一に掲げ、地域社会の繁栄のために奉仕することを、当行役職員の規範として定めております。
　当行では、この基本理念にもとづき、従来より地域への円滑な資金の供給や、お客さまの経営改善あるいは再生に向けた
支援など、地域密着型金融の推進に積極的に取り組んでまいりましたが、東日本大震災からの復旧・復興情勢や雇用環境に
おけるお客さまのお借入負担の状況などを鑑み、地域における震災復興支援と経済の活性化の推進に向けて、中小企業金
融円滑化法の期限到来後においても、お客さまからのご相談等に引き続き適切に対応するため、「金融円滑化推進について
の当行の方針」を定め、金融円滑化の推進に向けた取組みを一層強化してまいります。

１．ご相談等に対する真摯な対応
　　新規のお借入および返済条件のご変更等にかかるご相談・お申込みをお受けした場合には、当該ご相談等に真摯に
　対応するとともに、ご相談等をいただいた案件の進捗について適切な管理を行います。
２．適切な審査の実施
　　事業を営まれているお客さまの審査については、決算書等、財務の表面上の数値のみで画一的な判断をせず、
　経営実態をきめ細かく把握したうえで、成長性および将来性等を重視した適切な審査を行います。
　　また、住宅ローンご利用のお客さまについては、将来にわたる無理のないご返済に向けて、お客さまの収入状
　況や生活状況をきめ細かく把握したうえで審査を行います。
３．事業を営まれているお客さまからのお申込みへの対応
（１）新規のお借入のご相談・お申込みについては、事業の特性およびその事業の状況等を重視のうえ、可能な限
　　　りお客さまのご要望に沿えるよう適切な対応を行います。
（２）返済条件のご変更等にかかるご相談・お申込みをお受けした場合には、事業の改善の見通し等を重視のう
　　　え、可能な限りお客さまのご要望に沿った返済条件のご変更を行うなど適切な対応を行います。

４．住宅ローンご利用のお客さまからのお申込みへの対応
　　返済条件のご変更等にかかるご相談・お申込みをお受けした場合には、お客さまの財産や収入の状況等を勘案
　のうえ、可能な限りお客さまのご要望に沿った返済条件のご変更を行うなど適切な対応を行います。
５．他金融機関等との緊密な連携
　　返済条件のご変更等にかかるお申込みにあたり、他の金融機関、信用保証協会および中小企業再生支援協議会
　等とお取引等がある場合には、お客さまの同意を得たうえで、その関係機関と緊密な連携を図ります。
６．説明の徹底
（１）お借入に関連する各種の契約を締結するにあたり、お客さまの理解を得るために、知識、経験等を踏まえ、
　　　適切かつ丁寧な説明を行います。
（２）返済条件のご変更等にあたり、条件を付す場合は、その内容を可能な限り速やかにお客さまに提示のうえ十分に説明を行います。
（３）新規のお借入および返済条件のご変更等にかかるご要望に沿えない場合には、これまでのお取引やお客さま
　　　の知識等を踏まえ、ご要望に沿えない理由について可能な限り具体的かつ丁寧な説明を行います。

７．ご意見・ご要望および苦情への対応
　　新規のお借入および返済条件のご変更等にかかるご相談・お申込みに関して、お客さまからお申し出のあった
　ご意見・ご要望および苦情については、迅速かつ適切な対応を行います。
８．事業の再生手続への対応
　　事業再生ＡＤＲ手続（注）や株式会社地域経済活性化支援機構ならびに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構等を通じた事業
　の再生手続に関するご要請等をお受けした場合には、事業の改善、再生の見通し等を重視し、可能な限り適切な対応を行います。
　注．民間の第三者機関が債権者の間の調整役となり再建計画をまとめる制度で、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第２条
　第２5項に規定する特定認証紛争解決手続をいいます。

９．経営改善に向けた積極的な支援
　　お客さまへの継続的な訪問等を通じて、お客さまの経営実態に応じて経営改善に向けた積極的な支援を行います。
　特に、事業を営まれているお客さまからご依頼がある場合には、事業に関する改善計画等の策定を支援するとと
　もに、計画を策定した場合には、進捗状況の把握に努め、必要に応じて助言等を行います。

10．経営実態や成長性および将来性等を適切に見極めるための能力の向上
　　担保および個人保証に過度に依存することなく、経営実態をよりきめ細かく把握したうえで成長性および将来
　性等を重視したご融資の提供に取り組むほか、研修の実施等により、お客さまの経営実態や成長性および将来性
　等を適切に見極めることのできる能力の向上を図ります。

金融円滑化推進についての当行の方針

〈基本方針〉

区 分 名 称 責任者・担当者 役 割

本 部

営業店等

金融円滑化推進管理責任者 審査部長 金融円滑化推進管理全般の統轄

金融円滑化推進管理担当者 関係課長 所管業務における金融円滑化推進管理の
状況の把握、改善・指導

金融円滑化推進管理担当者 営業店長、出張所長、ローンセンター所長 営業店等における金融円滑化推進管理の
状況の把握、改善・指導

フリーダイヤル 受付日 受付時間設置場所

コンプライアンス統轄部　お客様サポート課 　0120-3760-77 月曜～金曜（祝日、12月31日～1月3日を除く） 午前9時～午後5時

●金融円滑化に関する苦情等のご相談専用フリーダイヤル

１．返済条件のご変更等の対応状況を適切に把握するための体制の概要
（１）ご相談受付体制の整備
　　 Ａ．「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」の設置
　　　　最寄りの営業店でお気軽にご相談いただけるよう、各営業店に「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」を設置しております。
　　 Ｂ．「個人ローンご返済相談窓口」の設置
　　　　住宅ローンを含め消費者ローン全般をご利用のお客さまを対象として、ご相談をお受けする「個人ローンご返済
　　　　相談窓口」を全ローンセンターに設置しております。
　　 Ｃ．「休日相談窓口」の設置
　　　　事業を営まれているお客さまを対象として、休日にご相談をお受けする「休日相談窓口」を本店ローンセンターに設置しております。
　　 Ｄ．ご相談専用のフリーダイヤルを、本部および全ローンセンターに開設しております。
（２）「金融円滑化推進委員会」の設置（平成21年12月１日設置）
　　 　金融円滑化の推進を図る観点から、次の事項を任務として設置しております。
　　 Ａ．お客さまのお借入および返済条件のご変更等にかかるご相談等に対して、適切な対応を行うための態勢整備の検討
　　 Ｂ．経営改善支援を適切に行うための態勢整備の検討
　　 Ｃ．実施状況等を適切に把握し、開示・報告等を行うための態勢整備の検討
（３）金融円滑化推進管理の責任者および担当者の配置
　　 　平成22年１月より、金融円滑化推進の状況等を適切に把握し、お客さまに対するサポート体制の一層の強化に取り
　　　組むため、本部関係部課および営業店等に金融円滑化推進管理の責任者および担当者を配置しております。

（４）返済条件のご変更等にかかる案件の適切な管理
　　 Ａ．返済条件のご変更等にかかる案件については、内容の記録を行い、各営業店の金融円滑化推進管理担当者が、案件の
　　　　記録状況等の点検を毎営業日実施し、適切な管理を行います。また、記録した内容は、法令等にもとづき適切に保存します。
　　 Ｂ．各営業店の金融円滑化推進管理担当者は、案件の申込状況や進捗状況等を定期的に取りまとめ、金融円滑化推進管理
　　　　責任者に報告を行います。
　　 Ｃ．金融円滑化推進管理責任者は、各営業店からの報告を取りまとめ、金融円滑化推進の状況について、定期的に役員部
　　　　長連絡会へ報告を行います。また、金融円滑化推進管理責任者は、金融円滑化推進管理の状況を取りまとめ、定
　　　　期的に常務会へ報告を行います。
　　 Ｄ．常務会は、金融円滑化推進管理の状況を分析・評価のうえ、必要に応じて、金融円滑化推進管理責任者へ改善を実施
　　　　させるとともに改善状況等の報告を受け、金融円滑化推進管理を適切に行う態勢を整備します。
２．返済条件のご変更等にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要
　お客さまからの苦情相談をお受けするためコンプライアンス統轄部お客様サポート課に「苦情相談窓口」および、専
用電話回線「苦情等のご相談に関する専用フリーダイヤル」を設置するとともに、各営業店に苦情受付担当者を配置し
ております。また、苦情相談をお受けした場合には、その内容を法令等にもとづき適切に記録・保存します。

３．事業を営まれているお客さまの事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要
（１）事業に関する改善計画等を策定した場合には、その進捗状況の確認・検証を定期的に行い、計画の見直し等について適
　　 切な支援・助言等を行います。
（２）当行による経営改善支援のみでは改善が困難なお客さまについては、審査部企業支援室において、外部専門家（経営
　　 コンサルタント・公認会計士等）と連携し、計画策定にかかる支援を行うとともに、中小企業再生支援協議会等の外部
　　 機関の活用による事業再生支援に取り組みます。
４．行内体制の概要

　  P28「金融円滑化推進にかかる行内体制の概要」のとおり
　 経営陣は、金融機関の信頼の維持、業務の健全性および適切性の確保のための金融円滑化推進の重要性を十分認識し、     
　お客さまの経営改善支援を含め、金融円滑化推進を重視した経営管理を行い、本方針の適切な実施に積極的に取り組
　んでまいります。 以 上

〈体制整備の概要〉
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　七十七銀行では、昭和３６年に経営の基本理念として「行是」を制定しておりますが、そのなかで「奉仕の精神の高揚」を第
一に掲げ、地域社会の繁栄のために奉仕することを、当行役職員の規範として定めております。
　当行では、この基本理念にもとづき、従来より地域への円滑な資金の供給や、お客さまの経営改善あるいは再生に向けた
支援など、地域密着型金融の推進に積極的に取り組んでまいりましたが、東日本大震災からの復旧・復興情勢や雇用環境に
おけるお客さまのお借入負担の状況などを鑑み、地域における震災復興支援と経済の活性化の推進に向けて、中小企業金
融円滑化法の期限到来後においても、お客さまからのご相談等に引き続き適切に対応するため、「金融円滑化推進について
の当行の方針」を定め、金融円滑化の推進に向けた取組みを一層強化してまいります。

１．ご相談等に対する真摯な対応
　　新規のお借入および返済条件のご変更等にかかるご相談・お申込みをお受けした場合には、当該ご相談等に真摯に
　対応するとともに、ご相談等をいただいた案件の進捗について適切な管理を行います。
２．適切な審査の実施
　　事業を営まれているお客さまの審査については、決算書等、財務の表面上の数値のみで画一的な判断をせず、
　経営実態をきめ細かく把握したうえで、成長性および将来性等を重視した適切な審査を行います。
　　また、住宅ローンご利用のお客さまについては、将来にわたる無理のないご返済に向けて、お客さまの収入状
　況や生活状況をきめ細かく把握したうえで審査を行います。
３．事業を営まれているお客さまからのお申込みへの対応
（１）新規のお借入のご相談・お申込みについては、事業の特性およびその事業の状況等を重視のうえ、可能な限
　　　りお客さまのご要望に沿えるよう適切な対応を行います。
（２）返済条件のご変更等にかかるご相談・お申込みをお受けした場合には、事業の改善の見通し等を重視のう
　　　え、可能な限りお客さまのご要望に沿った返済条件のご変更を行うなど適切な対応を行います。

４．住宅ローンご利用のお客さまからのお申込みへの対応
　　返済条件のご変更等にかかるご相談・お申込みをお受けした場合には、お客さまの財産や収入の状況等を勘案
　のうえ、可能な限りお客さまのご要望に沿った返済条件のご変更を行うなど適切な対応を行います。
５．他金融機関等との緊密な連携
　　返済条件のご変更等にかかるお申込みにあたり、他の金融機関、信用保証協会および中小企業再生支援協議会
　等とお取引等がある場合には、お客さまの同意を得たうえで、その関係機関と緊密な連携を図ります。
６．説明の徹底
（１）お借入に関連する各種の契約を締結するにあたり、お客さまの理解を得るために、知識、経験等を踏まえ、
　　　適切かつ丁寧な説明を行います。
（２）返済条件のご変更等にあたり、条件を付す場合は、その内容を可能な限り速やかにお客さまに提示のうえ十分に説明を行います。
（３）新規のお借入および返済条件のご変更等にかかるご要望に沿えない場合には、これまでのお取引やお客さま
　　　の知識等を踏まえ、ご要望に沿えない理由について可能な限り具体的かつ丁寧な説明を行います。

７．ご意見・ご要望および苦情への対応
　　新規のお借入および返済条件のご変更等にかかるご相談・お申込みに関して、お客さまからお申し出のあった
　ご意見・ご要望および苦情については、迅速かつ適切な対応を行います。
８．事業の再生手続への対応
　　事業再生ＡＤＲ手続（注）や株式会社地域経済活性化支援機構ならびに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構等を通じた事業
　の再生手続に関するご要請等をお受けした場合には、事業の改善、再生の見通し等を重視し、可能な限り適切な対応を行います。
　注．民間の第三者機関が債権者の間の調整役となり再建計画をまとめる制度で、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第２条
　第２5項に規定する特定認証紛争解決手続をいいます。

９．経営改善に向けた積極的な支援
　　お客さまへの継続的な訪問等を通じて、お客さまの経営実態に応じて経営改善に向けた積極的な支援を行います。
　特に、事業を営まれているお客さまからご依頼がある場合には、事業に関する改善計画等の策定を支援するとと
　もに、計画を策定した場合には、進捗状況の把握に努め、必要に応じて助言等を行います。

10．経営実態や成長性および将来性等を適切に見極めるための能力の向上
　　担保および個人保証に過度に依存することなく、経営実態をよりきめ細かく把握したうえで成長性および将来
　性等を重視したご融資の提供に取り組むほか、研修の実施等により、お客さまの経営実態や成長性および将来性
　等を適切に見極めることのできる能力の向上を図ります。

金融円滑化推進についての当行の方針

〈基本方針〉

区 分 名 称 責任者・担当者 役 割

本 部

営業店等

金融円滑化推進管理責任者 審査部長 金融円滑化推進管理全般の統轄

金融円滑化推進管理担当者 関係課長 所管業務における金融円滑化推進管理の
状況の把握、改善・指導

金融円滑化推進管理担当者 営業店長、出張所長、ローンセンター所長 営業店等における金融円滑化推進管理の
状況の把握、改善・指導

フリーダイヤル 受付日 受付時間設置場所

コンプライアンス統轄部　お客様サポート課 　0120-3760-77 月曜～金曜（祝日、12月31日～1月3日を除く） 午前9時～午後5時

●金融円滑化に関する苦情等のご相談専用フリーダイヤル

１．返済条件のご変更等の対応状況を適切に把握するための体制の概要
（１）ご相談受付体制の整備
　　 Ａ．「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」の設置
　　　　最寄りの営業店でお気軽にご相談いただけるよう、各営業店に「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」を設置しております。
　　 Ｂ．「個人ローンご返済相談窓口」の設置
　　　　住宅ローンを含め消費者ローン全般をご利用のお客さまを対象として、ご相談をお受けする「個人ローンご返済
　　　　相談窓口」を全ローンセンターに設置しております。
　　 Ｃ．「休日相談窓口」の設置
　　　　事業を営まれているお客さまを対象として、休日にご相談をお受けする「休日相談窓口」を本店ローンセンターに設置しております。
　　 Ｄ．ご相談専用のフリーダイヤルを、本部および全ローンセンターに開設しております。
（２）「金融円滑化推進委員会」の設置（平成21年12月１日設置）
　　 　金融円滑化の推進を図る観点から、次の事項を任務として設置しております。
　　 Ａ．お客さまのお借入および返済条件のご変更等にかかるご相談等に対して、適切な対応を行うための態勢整備の検討
　　 Ｂ．経営改善支援を適切に行うための態勢整備の検討
　　 Ｃ．実施状況等を適切に把握し、開示・報告等を行うための態勢整備の検討
（３）金融円滑化推進管理の責任者および担当者の配置
　　 　平成22年１月より、金融円滑化推進の状況等を適切に把握し、お客さまに対するサポート体制の一層の強化に取り
　　　組むため、本部関係部課および営業店等に金融円滑化推進管理の責任者および担当者を配置しております。

（４）返済条件のご変更等にかかる案件の適切な管理
　　 Ａ．返済条件のご変更等にかかる案件については、内容の記録を行い、各営業店の金融円滑化推進管理担当者が、案件の
　　　　記録状況等の点検を毎営業日実施し、適切な管理を行います。また、記録した内容は、法令等にもとづき適切に保存します。
　　 Ｂ．各営業店の金融円滑化推進管理担当者は、案件の申込状況や進捗状況等を定期的に取りまとめ、金融円滑化推進管理
　　　　責任者に報告を行います。
　　 Ｃ．金融円滑化推進管理責任者は、各営業店からの報告を取りまとめ、金融円滑化推進の状況について、定期的に役員部
　　　　長連絡会へ報告を行います。また、金融円滑化推進管理責任者は、金融円滑化推進管理の状況を取りまとめ、定
　　　　期的に常務会へ報告を行います。
　　 Ｄ．常務会は、金融円滑化推進管理の状況を分析・評価のうえ、必要に応じて、金融円滑化推進管理責任者へ改善を実施
　　　　させるとともに改善状況等の報告を受け、金融円滑化推進管理を適切に行う態勢を整備します。
２．返済条件のご変更等にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要
　お客さまからの苦情相談をお受けするためコンプライアンス統轄部お客様サポート課に「苦情相談窓口」および、専
用電話回線「苦情等のご相談に関する専用フリーダイヤル」を設置するとともに、各営業店に苦情受付担当者を配置し
ております。また、苦情相談をお受けした場合には、その内容を法令等にもとづき適切に記録・保存します。

３．事業を営まれているお客さまの事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要
（１）事業に関する改善計画等を策定した場合には、その進捗状況の確認・検証を定期的に行い、計画の見直し等について適
　　 切な支援・助言等を行います。
（２）当行による経営改善支援のみでは改善が困難なお客さまについては、審査部企業支援室において、外部専門家（経営
　　 コンサルタント・公認会計士等）と連携し、計画策定にかかる支援を行うとともに、中小企業再生支援協議会等の外部
　　 機関の活用による事業再生支援に取り組みます。
４．行内体制の概要

　  P28「金融円滑化推進にかかる行内体制の概要」のとおり
　 経営陣は、金融機関の信頼の維持、業務の健全性および適切性の確保のための金融円滑化推進の重要性を十分認識し、     
　お客さまの経営改善支援を含め、金融円滑化推進を重視した経営管理を行い、本方針の適切な実施に積極的に取り組
　んでまいります。 以 上

〈体制整備の概要〉
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窓口でのご相談 電話でのご相談
土曜日、日曜日

本店ローンセンター
午前9時～午後4時30分

事業資金にかかる「休日相談窓口」

平　日
各営業店（出張所、個人特化店等（注2、3）を除く）

午前9時～午後3時
震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」

平成25年9月30日までの平日、土曜日および日曜日
フリーダイヤル a0120-65-1077

午前9時～午後4時30分
フリーダイヤル

受付日（注1）
設置場所等
営業時間
名　称

窓口でのご相談 電話でのご相談

各ローンセンター
午前9時～午後4時30分

個人ローン ご返済相談窓口

土曜日、日曜日、祝日
（各ローンセンターの休業日を除く（注2））

全　日
（各ローンセンターの休業日を除く（注2））

各営業店
午前9時～午後3時

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」

各ローンセンター
午前9時～午後4時30分（注4）

個人ローン ご返済相談窓口

平　日
フリーダイヤル（注3）

午前9時～午後4時30分（注4）

個人ローンご返済相談 フリーダイヤル

受付日（注1）
設置場所等
営業時間
名　称

フリーダイヤル フリーダイヤルローンセンター名 ローンセンター名 ローンセンター名 フリーダイヤル
a0120-06-4377
a0120-52-4377

a0120-87-4377
a0120-89-4377

フリーダイヤル
a0120-70-4377
a0120-82-4377

本　店
長　町

古　川
岩　沼

a0120-57-4377
a0120-58-4377

泉
仙台東口

ローンセンター名
石　巻

杜せきのした

●事業を営まれているお客さまを対象とした「ご相談窓口」
ご相談内容：震災復興および金融円滑化に関する事業資金のお借り入れや毎月のご返済額等に関するご相談

注１．休業日：祝日、12月31日～1月3日および5月4日、5月5日
　２．出張所：ＪＲ仙台出張所、長町南出張所、加茂出張所、鳴瀬出張所、松山出張所、仙台空港出張所
　　個人取引特化店：仙台駅前支店、明石台支店、岩沼西支店
　３．将監支店、泉パークタウン支店、泉中央支店、高森支店をご利用のお客さまは「泉支店」にて、泉崎支店、富沢支店、八本松支店をご利用のお客さまは「長町支店」にて、穀町支店、　
　　新中里支店をご利用のお客さまは「石巻支店」にて事業性資金にかかるご相談に対応させていただきます。

●個人のお客さまを対象とした「ご相談窓口」

注１．休業日：12月31日～1月3日および5月3日～5月5日
　２．各ローンセンターの営業日・営業時間につきましては、当行ホームページや本支店窓口にてご確認ください。
　３．各ローンセンターの個人ローンご返済相談フリーダイヤル番号は以下のとおりとなっております。

　4．但し、本店ローンセンター、古川ローンセンターおよび岩沼ローンセンターについての営業時間は午後3時までとなっております。

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」
　東日本大震災の影響を踏まえ、被災されたお客さまのご融資に関するご相談に迅速かつ柔軟に取り組むため、全店に設置して
いる「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」の設置期限を休日相談窓口については平成25年9月29日まで、フリーダイヤル
については平成25年9月30日まで延長いたしました。
　なお、従来より実施しております金融円滑化にかかるご相談につきましても、本体制にて引き続き対応してまいります。

ご相談内容：個人ローンのお借り入れや毎月のご返済額等に関するご相談

貸出条件変更等への対応

貸出条件変更等への取組状況
　当行では、震災の影響により事業の継続や融資の返済等に支障をきたしているお客さまを支援するため、お客さまの被災状況
等に応じ、約定返済の一時停止や、貸出条件変更に柔軟に対応させていただいております。
　約定弁済の一時停止につきましては、お取引先からのご依頼に基づき全面的に対応いたしました。また、お取引先の状況を十
分に鑑み、復旧・復興の見通しや事業の状況等について十分な協議を行ったうえで、ご返済額の軽減等を含めた貸出条件変更や、
個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用等を行っております。
　なお、当行では、住宅金融支援機構の災害特例による返済条件変更制度への対応を行っておりますが、当行の取扱いは承認
ベースで1,466件となっており、全国受理件数の約3割（全国1位）を占めております。（平成25年3月末現在）

被災されたお客さまに対する弾力的な取扱い（特例措置）の継続
　当行では、震災により被害を受けたお客さまの生活再建および復興支援を図る観点から、ご利用中のお借入に関するご相談
に、柔軟に対応しております。
　住宅ローンについては、借入金の元金返済据置や借入期限の延長、最長2年間の元利金返済据置等の特例措置を承っており
ます。また、お支払いの一時停止期間中に発生した利息の返済については、当該利息の分割返済のお取扱いを行うなど柔軟な対
応に努めております。引続き被害を受けた皆さまの生活再建を支援するため、上記住宅ローンにかかる特例措置の取扱期限につ
いては、平成25年3月末から平成25年9月末に延長しており、平成25年3月末迄の本取扱いの実績は523件となっております。
　また、防災集団移転促進事業において、当行の住宅ローンをご利用のお客さまの土地を自治体が買い取ることになり、抵当権
の解除を求められた場合、住宅ローンが完済に至らなくても、土地の買取り代金全額を住宅ローンの返済に充当することにより、
原則として抵当権の解除に応じることとする行内方針を定めるなど、防災集団移転促進事業の円滑な実施に向けた対応を行って
おります。

※貸出条件変更契約締結先の残高は、対象先の総与信残高

貸出条件変更契約締結状況
（平成25年3月末迄の契約締結実績）

・事業者　　　　1,556先 / 1,289億円（うち平成24年度 285先 / 128億円）
・住宅ローン他　1,328先 / 170億円　（うち平成24年度 300先 /  34億円）

企業支援室の体制強化
　震災で被災したお取引先の事業再生や経営改善に向け
た取組みを強力に後押しするため、企業支援室の体制を強
化しております。
　具体的には、企業支援室の人員を震災前の5名から14名

（平成25年6月末）と順次増員いたしました。また、高度な事
業再生のノウハウを有する外部専門機関との顧問契約によ
り、平成25年4月から審査部にコンサルタント3名が常駐
し、当行が行う事業再生支援に協働で取り組んでおります。

審査部による出張審査等の実施
　当行では、融資のご相談・お申込みに迅速かつ円滑に対
応するため、審査部の行員が営業店を訪問し案件審査等を
行う「出張審査」を行っております。
　震災後は、出張審査の専門の担当者を増員するととも
に、津波による甚大な被害を受けた地域を中心に、数日間
営業店に駐在し集中的に案件審査やお取引先の事業再生
に関する営業店指導等を行う「駐在型審査」を開始するな
ど、審査体制を強化しております。
　震災の影響等により、高度な専門知識を必要とする貸
出案件が増加する中で、資金をスピーディーに供給する
ためにも、引続き出張審査や駐在型審査を実施してまい
ります。

「経営革新等支援機関」の認定取得
　平成24年11月、当行は「中小企業の海外における商品の
需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動
の促進に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき

「経営革新等支援機関」に認定されました。　
　当行では、従来からお取引先の事業再生や経営改善の支
援等に積極的に取り組んでおりますが、経営革新等支援機
関として新たな支援手段が加わったことで、より一層のコン
サルティング機能と金融仲介機能を発揮する態勢を整えて
おります。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮
●営業支援部隊による各種ソリューションの提供
　当行では、震災からの復興や地域の再生・発展に向けた取
組みを強化するため、取引先の復興に向けた各種ニーズに営
業店と連携し対応する「営業支援部隊」を平成23年5月以降、
本部に設置しております。
　営業支援部隊は、資金調達・資金運用の提案にとどまら
ず、各種ビジネスマッチングや復興特区税制等、お客さまの
復興に役立つ情報、事業の効率化や事業承継・相続対策に
役立つ情報等、様々なニーズに対しお客さまの立場に立っ
たソリューションの提供を行っております。
　なお、平成24年4月から、営業支援部隊が半期毎に全営
業店を訪問する運動を展開しており、お客さまと接する機
会を一層増加すべく努めております。

●地域振興部による地域の復興支援
 地域振興部では、お客さまが各種補助事業を申請する際
のサポートや、地域の復興計画に関する情報提供等を行っ
ております。また、平成24年3月に地域振興部の人員を1名
増員するなど、営業店との連携を強化しており、被災地の自
治体において多数設置されている震災復興事業の計画策
定等にかかる検討委員会や産学官ワーキング等に積極的
に参加し、情報の収集に努めております。

取引先訪問運動の実施
　当行では、平成19年より、営業店行員による「取引先訪問
運動」を展開しております。この運動を通じて、お客さまとの
リレーションを強化することにより、お客さまが真に必要と
されているニーズを把握し、最適なソリューションの提供に
努めております。
　訪問時に伺ったお客さまごとの多様なニーズについて
は、体系的・一元的に管理するとともに、その情報を本部・
営業店の全行員が共有し、金融仲介機能を発揮すべく、地
域のお客さまに対するソリューションの提供に努めており
ます。

〔経営革新等支援機関認定の効果〕
・認定機関（当行）の支援を受けた中小企業のお客さまが、信用保証協
会が新たに創設した「経営力強化保証制度」をご利用いただけます。

・認定機関（当行）は、技術、知財管理、海外展開等の分野において、
メーカーや商社等の企業実務経験者等の専門家の派遣を中小企業基盤
整備機構から受けることが可能になります。

自治体等との復興支援にかかるコンタクト件数（平成25年3月末までの累計）
延べ８５１件

営業支援部隊訪問件数（平成25年3月末までの累計）
延べ8，186件

法人渉外担当者によるソリューション提案件数（平成25年3月末までの累計）
延べ６，４４２件

出張審査訪問店数（震災以降～平成２５年３月末）
延べ１，６９１ヵ店

駐在型審査実施日数（震災以降～平成２５年３月末）
延べ１１３日

地域と共に
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窓口でのご相談 電話でのご相談
土曜日、日曜日

本店ローンセンター
午前9時～午後4時30分

事業資金にかかる「休日相談窓口」

平　日
各営業店（出張所、個人特化店等（注2、3）を除く）

午前9時～午後3時
震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」

平成25年9月30日までの平日、土曜日および日曜日
フリーダイヤル a0120-65-1077

午前9時～午後4時30分
フリーダイヤル

受付日（注1）
設置場所等
営業時間
名　称

窓口でのご相談 電話でのご相談

各ローンセンター
午前9時～午後4時30分

個人ローン ご返済相談窓口

土曜日、日曜日、祝日
（各ローンセンターの休業日を除く（注2））

全　日
（各ローンセンターの休業日を除く（注2））

各営業店
午前9時～午後3時

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」

各ローンセンター
午前9時～午後4時30分（注4）

個人ローン ご返済相談窓口

平　日
フリーダイヤル（注3）

午前9時～午後4時30分（注4）

個人ローンご返済相談 フリーダイヤル

受付日（注1）
設置場所等
営業時間
名　称

フリーダイヤル フリーダイヤルローンセンター名 ローンセンター名 ローンセンター名 フリーダイヤル
a0120-06-4377
a0120-52-4377

a0120-87-4377
a0120-89-4377

フリーダイヤル
a0120-70-4377
a0120-82-4377

本　店
長　町

古　川
岩　沼

a0120-57-4377
a0120-58-4377

泉
仙台東口

ローンセンター名
石　巻

杜せきのした

●事業を営まれているお客さまを対象とした「ご相談窓口」
ご相談内容：震災復興および金融円滑化に関する事業資金のお借り入れや毎月のご返済額等に関するご相談

注１．休業日：祝日、12月31日～1月3日および5月4日、5月5日
　２．出張所：ＪＲ仙台出張所、長町南出張所、加茂出張所、鳴瀬出張所、松山出張所、仙台空港出張所
　　個人取引特化店：仙台駅前支店、明石台支店、岩沼西支店
　３．将監支店、泉パークタウン支店、泉中央支店、高森支店をご利用のお客さまは「泉支店」にて、泉崎支店、富沢支店、八本松支店をご利用のお客さまは「長町支店」にて、穀町支店、　
　　新中里支店をご利用のお客さまは「石巻支店」にて事業性資金にかかるご相談に対応させていただきます。

●個人のお客さまを対象とした「ご相談窓口」

注１．休業日：12月31日～1月3日および5月3日～5月5日
　２．各ローンセンターの営業日・営業時間につきましては、当行ホームページや本支店窓口にてご確認ください。
　３．各ローンセンターの個人ローンご返済相談フリーダイヤル番号は以下のとおりとなっております。

　4．但し、本店ローンセンター、古川ローンセンターおよび岩沼ローンセンターについての営業時間は午後3時までとなっております。

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」
　東日本大震災の影響を踏まえ、被災されたお客さまのご融資に関するご相談に迅速かつ柔軟に取り組むため、全店に設置して
いる「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」の設置期限を休日相談窓口については平成25年9月29日まで、フリーダイヤル
については平成25年9月30日まで延長いたしました。
　なお、従来より実施しております金融円滑化にかかるご相談につきましても、本体制にて引き続き対応してまいります。

ご相談内容：個人ローンのお借り入れや毎月のご返済額等に関するご相談

貸出条件変更等への対応

貸出条件変更等への取組状況
　当行では、震災の影響により事業の継続や融資の返済等に支障をきたしているお客さまを支援するため、お客さまの被災状況
等に応じ、約定返済の一時停止や、貸出条件変更に柔軟に対応させていただいております。
　約定弁済の一時停止につきましては、お取引先からのご依頼に基づき全面的に対応いたしました。また、お取引先の状況を十
分に鑑み、復旧・復興の見通しや事業の状況等について十分な協議を行ったうえで、ご返済額の軽減等を含めた貸出条件変更や、
個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用等を行っております。
　なお、当行では、住宅金融支援機構の災害特例による返済条件変更制度への対応を行っておりますが、当行の取扱いは承認
ベースで1,466件となっており、全国受理件数の約3割（全国1位）を占めております。（平成25年3月末現在）

被災されたお客さまに対する弾力的な取扱い（特例措置）の継続
　当行では、震災により被害を受けたお客さまの生活再建および復興支援を図る観点から、ご利用中のお借入に関するご相談
に、柔軟に対応しております。
　住宅ローンについては、借入金の元金返済据置や借入期限の延長、最長2年間の元利金返済据置等の特例措置を承っており
ます。また、お支払いの一時停止期間中に発生した利息の返済については、当該利息の分割返済のお取扱いを行うなど柔軟な対
応に努めております。引続き被害を受けた皆さまの生活再建を支援するため、上記住宅ローンにかかる特例措置の取扱期限につ
いては、平成25年3月末から平成25年9月末に延長しており、平成25年3月末迄の本取扱いの実績は523件となっております。
　また、防災集団移転促進事業において、当行の住宅ローンをご利用のお客さまの土地を自治体が買い取ることになり、抵当権
の解除を求められた場合、住宅ローンが完済に至らなくても、土地の買取り代金全額を住宅ローンの返済に充当することにより、
原則として抵当権の解除に応じることとする行内方針を定めるなど、防災集団移転促進事業の円滑な実施に向けた対応を行って
おります。

※貸出条件変更契約締結先の残高は、対象先の総与信残高

貸出条件変更契約締結状況
（平成25年3月末迄の契約締結実績）

・事業者　　　　1,556先 / 1,289億円（うち平成24年度 285先 / 128億円）
・住宅ローン他　1,328先 / 170億円　（うち平成24年度 300先 /  34億円）

企業支援室の体制強化
　震災で被災したお取引先の事業再生や経営改善に向け
た取組みを強力に後押しするため、企業支援室の体制を強
化しております。
　具体的には、企業支援室の人員を震災前の5名から14名

（平成25年6月末）と順次増員いたしました。また、高度な事
業再生のノウハウを有する外部専門機関との顧問契約によ
り、平成25年4月から審査部にコンサルタント3名が常駐
し、当行が行う事業再生支援に協働で取り組んでおります。

審査部による出張審査等の実施
　当行では、融資のご相談・お申込みに迅速かつ円滑に対
応するため、審査部の行員が営業店を訪問し案件審査等を
行う「出張審査」を行っております。
　震災後は、出張審査の専門の担当者を増員するととも
に、津波による甚大な被害を受けた地域を中心に、数日間
営業店に駐在し集中的に案件審査やお取引先の事業再生
に関する営業店指導等を行う「駐在型審査」を開始するな
ど、審査体制を強化しております。
　震災の影響等により、高度な専門知識を必要とする貸
出案件が増加する中で、資金をスピーディーに供給する
ためにも、引続き出張審査や駐在型審査を実施してまい
ります。

「経営革新等支援機関」の認定取得
　平成24年11月、当行は「中小企業の海外における商品の
需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動
の促進に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき

「経営革新等支援機関」に認定されました。　
　当行では、従来からお取引先の事業再生や経営改善の支
援等に積極的に取り組んでおりますが、経営革新等支援機
関として新たな支援手段が加わったことで、より一層のコン
サルティング機能と金融仲介機能を発揮する態勢を整えて
おります。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮
●営業支援部隊による各種ソリューションの提供
　当行では、震災からの復興や地域の再生・発展に向けた取
組みを強化するため、取引先の復興に向けた各種ニーズに営
業店と連携し対応する「営業支援部隊」を平成23年5月以降、
本部に設置しております。
　営業支援部隊は、資金調達・資金運用の提案にとどまら
ず、各種ビジネスマッチングや復興特区税制等、お客さまの
復興に役立つ情報、事業の効率化や事業承継・相続対策に
役立つ情報等、様々なニーズに対しお客さまの立場に立っ
たソリューションの提供を行っております。
　なお、平成24年4月から、営業支援部隊が半期毎に全営
業店を訪問する運動を展開しており、お客さまと接する機
会を一層増加すべく努めております。

●地域振興部による地域の復興支援
 地域振興部では、お客さまが各種補助事業を申請する際
のサポートや、地域の復興計画に関する情報提供等を行っ
ております。また、平成24年3月に地域振興部の人員を1名
増員するなど、営業店との連携を強化しており、被災地の自
治体において多数設置されている震災復興事業の計画策
定等にかかる検討委員会や産学官ワーキング等に積極的
に参加し、情報の収集に努めております。

取引先訪問運動の実施
　当行では、平成19年より、営業店行員による「取引先訪問
運動」を展開しております。この運動を通じて、お客さまとの
リレーションを強化することにより、お客さまが真に必要と
されているニーズを把握し、最適なソリューションの提供に
努めております。
　訪問時に伺ったお客さまごとの多様なニーズについて
は、体系的・一元的に管理するとともに、その情報を本部・
営業店の全行員が共有し、金融仲介機能を発揮すべく、地
域のお客さまに対するソリューションの提供に努めており
ます。

〔経営革新等支援機関認定の効果〕
・認定機関（当行）の支援を受けた中小企業のお客さまが、信用保証協
会が新たに創設した「経営力強化保証制度」をご利用いただけます。

・認定機関（当行）は、技術、知財管理、海外展開等の分野において、
メーカーや商社等の企業実務経験者等の専門家の派遣を中小企業基盤
整備機構から受けることが可能になります。

自治体等との復興支援にかかるコンタクト件数（平成25年3月末までの累計）
延べ８５１件

営業支援部隊訪問件数（平成25年3月末までの累計）
延べ8，186件

法人渉外担当者によるソリューション提案件数（平成25年3月末までの累計）
延べ６，４４２件

出張審査訪問店数（震災以降～平成２５年３月末）
延べ１，６９１ヵ店

駐在型審査実施日数（震災以降～平成２５年３月末）
延べ１１３日

地域と共に
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復旧・復興資金への対応実績 累計 １２，０７９件／２，９８４億円（震災後～平成２５年３月末）
個人向け貸出
　

件数
金額

無担保 住宅ローン 合計
2,485件
44億円

 3,771件
719億円

6,256件
763億円

［内訳］ 事業者向け貸出
　

件数
金額

運転 設備 合計
4,535件

1,601億円
1,288件
620億円

5,823件
2,221億円

震災関連貸出の状況
●事業者向け貸出の状況
　当行では、震災復興を金融面から十分に支援するため、
震災直後から、地域の事業者の皆さまに対するご融資を積
極的に行っております。
　震災に係わる事業性貸出金について、平成24年度は、復
旧にかかる設備資金や中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業のつなぎ資金、自治体の利子補給制度による支
援策が実施されている保証協会保証付制度融資等を中心
に、資金需要に迅速に対応いたしました。
●住宅ローン等個人のお客さま向け貸出の状況
　当行では、震災により被害を受けた個人の方の生活再建
に向けた取組みを支援するため、平成23年4月1日から、住
宅ローンを新規に利用する被災者の方に対する特別金利
の適用を開始しましたほか、平成23年4月25日には、既存
のローン商品よりもお借入の条件を緩和（返済期間の長期
化、金利の引下げ等）した「七十七東日本大震災復興支援
ローン」の取扱いを開始しております。
　また、防災集団移転促進事業の移転対象者が、移転先で
自治体から賃借した土地（借地）上に住宅を建築する際の資
金ニーズに対応する専用住宅ローン「七十七震災復興支援
住宅ローン（集団移転・借地型）」の取扱いを、平成25年2月
から開始しております。
　さらに、震災後の建築資材不足等による住宅建築期間の
長期化に対応するため、住宅ローンのお借入時から最長1
年間元金の返済を据置くサービスの取扱いを、平成25年2
月から開始しております。

震災からの復旧・復興資金への対応

災害復興住宅融資
　当行では、被災された方の住宅再建支援の観点から、直
接当行がご融資する住宅ローンのほかに、借入当初5年間
を無利子とする住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」
の取扱いにも積極的に取り組んでおります。
　当行の取扱実績は、全国の取扱件数の約4割を占め、全
国1位となっております。

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等の活用
　当行では、国や宮城県等と一体となって、地域のお客さま
を支援するため、「中小企業等グループ施設等復旧整備補
助事業」制度のご案内等を積極的に行っております。また、
補助金が交付されるまでのつなぎ資金や、補助金では賄い
切れない自己資金部分にあたる資金需要に対して積極的に
お応えすることはもちろん、補助金申請のサポート等も行っ
ております。
　なお、補助金申請のサポートに際しては、営業店と本部が連
携して計画策定等の支援を行うほか、中小企業基盤整備機構
の「震災復興支援アドバイザー制度」を活用するなど、外部機
関との連携により専門的なアドバイスを行っております。
　その他、被災した水産業共同利用施設の早期復興を支援
する「水産業共同利用施設復興整備事業」や、被災地域にお
ける農業生産の再開を図るための施設・機械等の共同利用
を支援する「東日本大震災農業生産対策交付事業」などを
活用するお客さまに対する資金需要への対応も積極的に
行っております。

注．個人向け貸出は七十七東日本大震災復興支援ローン、七十七災害対策ローンおよび被災者向け住宅ローンの対応実績の合算にて記載しております。
　 災害復興住宅融資は含まれておりません。

災害復興住宅融資取扱実績
3,417件/580億円（うち平成24年度 1,567件/284億円）

信用保証協会保証付制度融資
　当行では被災されたお客さまの負担軽減を図るため、宮
城県、仙台市等の自治体による利子補給が実施されている
商品を中心に、信用保証協会保証付貸出を積極的に推進し
ております。
　当行は、平成24年11月に経営革新等支援機関の認定を
受けたことに伴い、新たな信用保証制度である「経営力強
化保証制度」の取扱いを開始したほか、平成25年2月には、
宮城県による制度融資「宮城県中小企業経営安定資金『経
営力強化サポート資金』」の取扱いを開始しております。
　また、震災で被災した先を含む中小企業のお客さまへの
円滑な資金供給および経営支援を図るため、宮城県信用保
証協会との連携を強化し、平成24年12月から、新しい融資商
品である「提携スクラム保証」の取扱いを開始しております。

信用保証協会保証付制度融資取扱実績（震災関連）
（平成25年3月末)

4,528件/995億円（うち平成24年度分 872件/160億円） 

｢中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（宮城県）」関連貸出
（平成25年3月末)

つなぎ資金実績　 334件/265億円
自己資金部分実績　83件/  89億円 

※住宅金融支援機構受理ベース(平成25年6月5日現在)

4,044

3

147

11

479

640

1,964

8

49

20

222

299

経営改善支援の取組先数

実質破綻先から上位区分へ

破綻懸念先から上位区分へ

要管理先から上位区分へ

要管理先以外の要注意先から正常先へ

合　　計

ランクアップ内容 貸出額先数
ランクアップ活動の状況（平成24年度）

営業店における経営改善支援
　営業店では、債務者区分のランクアップへの取組みを強
化するため、お取引先ごとに経営改善支援の必要性につい
て分析・抽出したうえで、財務内容や収益性の課題解決に向
けた方向性を提示すること等により、経営改善支援を実施
しております。
　具体的には、経営者に事業継続の意思があり、経営改善
支援の実施により改善が見込まれる取引先を「経営改善支
援先」として抽出した上で、お取引先との十分な協議による
経営改善計画の策定や、外部専門家等との連携による支援
を行っております。
　なお、震災の影響等を踏まえ、平成24年4月から「経営改
善支援先」の対象を拡げるとともに、経営改善支援にかかる
本部の関与を強化するため、企業支援室による「経営改善
支援先」の定期的なモニタリングを開始しております。

企業支援室による事業再生支援
　企業支援室では、地域経済の活性化と当行資産の健全化
を図るため、お取引先の中から特に再生支援策の立案・実
行に取組む必要がある先を「事業再生支援先」として選定
し、再生支援などに直接関与しております。
　平成24年度は、前年度に引続き沿岸部を中心に、80先を
事業再生支援先として選定し再生支援に取り組みました。
その結果、22先のお取引先の業況等が改善し、再生支援策
実施済（選定解除）先となりました。

DDS（デッド・デッド・スワップ）、DES（デッド・エクイティ・スワップ）の活用
　震災によって過剰となった債務を劣後化もしくは株式化
により実質的に圧縮するＤＤＳやＤＥＳは、事業者の財務状態
あるいは信用状態を改善し、再建可能性を高める有効な手
法であります。
　ＤＤＳの導入により、当該取引先は資金繰りが安定し、事
業再生に集中できる一方、当行にとっては、当該取引先に対
する支援姿勢を協調融資行等に明示でき、再生可能性を高
めることができるという効果が期待され、当行では、平成25
年3月末迄に、1先のお取引先に対してＤＤＳを導入しており
ます。

経営改善・事業再生支援への取組み

外部機関の活用による事業再生支援
●外部専門家・外部コンサルタントとの連携
　当行は、経営コンサルタントや公認会計士等の外部専門
家と連携し、専門的な知見を活用した経営改善計画の策定
支援、デューデリジェンスおよび計画の履行段階における
助言等を通じ、お取引先の経営改善、事業再生支援を実施
しております。
　震災以降、被災したお取引先を中心とした案件の高度化・
多様化に対応するため、外部専門家との連携をより一層強
化しており、新たに1先と顧問契約を、13先と秘密保持契約
を締結した結果、平成25年5月末現在、公的支援機関を含
む計29先の外部専門家等と連携しております。
　また、平成25年4月からは、高度な事業再生のノウハウを有
する外部コンサルタント3名が審査部に常駐しており、当行が
行う事業再生支援に対して指導・助言を受けております。

●中小企業再生支援協議会等の活用
　当行では、従来、企業再生の強化策として宮城県中小企
業再生支援協議会と人材派遣を含めた連携の強化を図っ
てまいりましたが、東日本大震災により被災した企業の再生
に向けた支援についても同協議会等の公的支援機関を活
用しております。
　また、通達や各種研修会において、中小企業再生支援協議
会の活用を指示しているほか、平成25年4月には、中小企業
再生支援全国本部から講師を招き、営業店長を対象に同協
議会の活用方法等に関する研修会を開催しております。
　このような取組みの結果、震災後、平成24年度は、11先
のお取引先の事業再生について同協議会の支援を受け、事
業再生計画の策定・再策定を行いました。
　なお、同協議会の活用に加え、被災地の復興を積極的に
支援するため、株式会社地域経済活性化支援機構（旧名称：
株式会社企業再生支援機構）の活用にも努めております。

●信用保証協会および他の金融機関と連携した再生支援
　当行は、お客さまの復興・再生に向けた事業再生や経営
改善に係わる支援策を確実に実施していくため、宮城県信
用保証協会および他の金融機関と連携し、経営改善計画や
貸出条件変更対応への合意を図るべく、各機関との連絡・
調整に積極的に取り組んでおります。
　震災後、平成25年3月末迄に、40先のお取引先につい
て、他機関と連携しながら経営改善計画の策定や貸出条件
変更等の再生支援に取り組んでおります。

外部専門家等を活用した経営改善計画策定支援実績
(震災後、平成25年3月末迄)

45件（うち平成24年度 29件）

（単位：先、億円）

地域と共に

－33－ －34－－33－ －34－

010_0253585682507.indd   33 2013/07/19   16:37:06



復旧・復興資金への対応実績 累計 １２，０７９件／２，９８４億円（震災後～平成２５年３月末）
個人向け貸出
　

件数
金額

無担保 住宅ローン 合計
2,485件
44億円

 3,771件
719億円

6,256件
763億円

［内訳］ 事業者向け貸出
　

件数
金額

運転 設備 合計
4,535件

1,601億円
1,288件
620億円

5,823件
2,221億円

震災関連貸出の状況
●事業者向け貸出の状況
　当行では、震災復興を金融面から十分に支援するため、
震災直後から、地域の事業者の皆さまに対するご融資を積
極的に行っております。
　震災に係わる事業性貸出金について、平成24年度は、復
旧にかかる設備資金や中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業のつなぎ資金、自治体の利子補給制度による支
援策が実施されている保証協会保証付制度融資等を中心
に、資金需要に迅速に対応いたしました。
●住宅ローン等個人のお客さま向け貸出の状況
　当行では、震災により被害を受けた個人の方の生活再建
に向けた取組みを支援するため、平成23年4月1日から、住
宅ローンを新規に利用する被災者の方に対する特別金利
の適用を開始しましたほか、平成23年4月25日には、既存
のローン商品よりもお借入の条件を緩和（返済期間の長期
化、金利の引下げ等）した「七十七東日本大震災復興支援
ローン」の取扱いを開始しております。
　また、防災集団移転促進事業の移転対象者が、移転先で
自治体から賃借した土地（借地）上に住宅を建築する際の資
金ニーズに対応する専用住宅ローン「七十七震災復興支援
住宅ローン（集団移転・借地型）」の取扱いを、平成25年2月
から開始しております。
　さらに、震災後の建築資材不足等による住宅建築期間の
長期化に対応するため、住宅ローンのお借入時から最長1
年間元金の返済を据置くサービスの取扱いを、平成25年2
月から開始しております。

震災からの復旧・復興資金への対応

災害復興住宅融資
　当行では、被災された方の住宅再建支援の観点から、直
接当行がご融資する住宅ローンのほかに、借入当初5年間
を無利子とする住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」
の取扱いにも積極的に取り組んでおります。
　当行の取扱実績は、全国の取扱件数の約4割を占め、全
国1位となっております。

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等の活用
　当行では、国や宮城県等と一体となって、地域のお客さま
を支援するため、「中小企業等グループ施設等復旧整備補
助事業」制度のご案内等を積極的に行っております。また、
補助金が交付されるまでのつなぎ資金や、補助金では賄い
切れない自己資金部分にあたる資金需要に対して積極的に
お応えすることはもちろん、補助金申請のサポート等も行っ
ております。
　なお、補助金申請のサポートに際しては、営業店と本部が連
携して計画策定等の支援を行うほか、中小企業基盤整備機構
の「震災復興支援アドバイザー制度」を活用するなど、外部機
関との連携により専門的なアドバイスを行っております。
　その他、被災した水産業共同利用施設の早期復興を支援
する「水産業共同利用施設復興整備事業」や、被災地域にお
ける農業生産の再開を図るための施設・機械等の共同利用
を支援する「東日本大震災農業生産対策交付事業」などを
活用するお客さまに対する資金需要への対応も積極的に
行っております。

注．個人向け貸出は七十七東日本大震災復興支援ローン、七十七災害対策ローンおよび被災者向け住宅ローンの対応実績の合算にて記載しております。
　 災害復興住宅融資は含まれておりません。

災害復興住宅融資取扱実績
3,417件/580億円（うち平成24年度 1,567件/284億円）

信用保証協会保証付制度融資
　当行では被災されたお客さまの負担軽減を図るため、宮
城県、仙台市等の自治体による利子補給が実施されている
商品を中心に、信用保証協会保証付貸出を積極的に推進し
ております。
　当行は、平成24年11月に経営革新等支援機関の認定を
受けたことに伴い、新たな信用保証制度である「経営力強
化保証制度」の取扱いを開始したほか、平成25年2月には、
宮城県による制度融資「宮城県中小企業経営安定資金『経
営力強化サポート資金』」の取扱いを開始しております。
　また、震災で被災した先を含む中小企業のお客さまへの
円滑な資金供給および経営支援を図るため、宮城県信用保
証協会との連携を強化し、平成24年12月から、新しい融資商
品である「提携スクラム保証」の取扱いを開始しております。

信用保証協会保証付制度融資取扱実績（震災関連）
（平成25年3月末)

4,528件/995億円（うち平成24年度分 872件/160億円） 

｢中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（宮城県）」関連貸出
（平成25年3月末)

つなぎ資金実績　 334件/265億円
自己資金部分実績　83件/  89億円 

※住宅金融支援機構受理ベース(平成25年6月5日現在)
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経営改善支援の取組先数

実質破綻先から上位区分へ

破綻懸念先から上位区分へ

要管理先から上位区分へ

要管理先以外の要注意先から正常先へ

合　　計

ランクアップ内容 貸出額先数
ランクアップ活動の状況（平成24年度）

営業店における経営改善支援
　営業店では、債務者区分のランクアップへの取組みを強
化するため、お取引先ごとに経営改善支援の必要性につい
て分析・抽出したうえで、財務内容や収益性の課題解決に向
けた方向性を提示すること等により、経営改善支援を実施
しております。
　具体的には、経営者に事業継続の意思があり、経営改善
支援の実施により改善が見込まれる取引先を「経営改善支
援先」として抽出した上で、お取引先との十分な協議による
経営改善計画の策定や、外部専門家等との連携による支援
を行っております。
　なお、震災の影響等を踏まえ、平成24年4月から「経営改
善支援先」の対象を拡げるとともに、経営改善支援にかかる
本部の関与を強化するため、企業支援室による「経営改善
支援先」の定期的なモニタリングを開始しております。

企業支援室による事業再生支援
　企業支援室では、地域経済の活性化と当行資産の健全化
を図るため、お取引先の中から特に再生支援策の立案・実
行に取組む必要がある先を「事業再生支援先」として選定
し、再生支援などに直接関与しております。
　平成24年度は、前年度に引続き沿岸部を中心に、80先を
事業再生支援先として選定し再生支援に取り組みました。
その結果、22先のお取引先の業況等が改善し、再生支援策
実施済（選定解除）先となりました。

DDS（デッド・デッド・スワップ）、DES（デッド・エクイティ・スワップ）の活用
　震災によって過剰となった債務を劣後化もしくは株式化
により実質的に圧縮するＤＤＳやＤＥＳは、事業者の財務状態
あるいは信用状態を改善し、再建可能性を高める有効な手
法であります。
　ＤＤＳの導入により、当該取引先は資金繰りが安定し、事
業再生に集中できる一方、当行にとっては、当該取引先に対
する支援姿勢を協調融資行等に明示でき、再生可能性を高
めることができるという効果が期待され、当行では、平成25
年3月末迄に、1先のお取引先に対してＤＤＳを導入しており
ます。

経営改善・事業再生支援への取組み

外部機関の活用による事業再生支援
●外部専門家・外部コンサルタントとの連携
　当行は、経営コンサルタントや公認会計士等の外部専門
家と連携し、専門的な知見を活用した経営改善計画の策定
支援、デューデリジェンスおよび計画の履行段階における
助言等を通じ、お取引先の経営改善、事業再生支援を実施
しております。
　震災以降、被災したお取引先を中心とした案件の高度化・
多様化に対応するため、外部専門家との連携をより一層強
化しており、新たに1先と顧問契約を、13先と秘密保持契約
を締結した結果、平成25年5月末現在、公的支援機関を含
む計29先の外部専門家等と連携しております。
　また、平成25年4月からは、高度な事業再生のノウハウを有
する外部コンサルタント3名が審査部に常駐しており、当行が
行う事業再生支援に対して指導・助言を受けております。

●中小企業再生支援協議会等の活用
　当行では、従来、企業再生の強化策として宮城県中小企
業再生支援協議会と人材派遣を含めた連携の強化を図っ
てまいりましたが、東日本大震災により被災した企業の再生
に向けた支援についても同協議会等の公的支援機関を活
用しております。
　また、通達や各種研修会において、中小企業再生支援協議
会の活用を指示しているほか、平成25年4月には、中小企業
再生支援全国本部から講師を招き、営業店長を対象に同協
議会の活用方法等に関する研修会を開催しております。
　このような取組みの結果、震災後、平成24年度は、11先
のお取引先の事業再生について同協議会の支援を受け、事
業再生計画の策定・再策定を行いました。
　なお、同協議会の活用に加え、被災地の復興を積極的に
支援するため、株式会社地域経済活性化支援機構（旧名称：
株式会社企業再生支援機構）の活用にも努めております。

●信用保証協会および他の金融機関と連携した再生支援
　当行は、お客さまの復興・再生に向けた事業再生や経営
改善に係わる支援策を確実に実施していくため、宮城県信
用保証協会および他の金融機関と連携し、経営改善計画や
貸出条件変更対応への合意を図るべく、各機関との連絡・
調整に積極的に取り組んでおります。
　震災後、平成25年3月末迄に、40先のお取引先につい
て、他機関と連携しながら経営改善計画の策定や貸出条件
変更等の再生支援に取り組んでおります。

外部専門家等を活用した経営改善計画策定支援実績
(震災後、平成25年3月末迄)

45件（うち平成24年度 29件）

（単位：先、億円）

地域と共に
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私的整理ガイドラインへの取組状況
　「個人債務者の私的整理に関するガ
イドライン」は、住宅ローンなどをご利
用いただいている個人のお客さまの二
重債務問題の解決を目指し運用されて
いる制度です。
　当行では、ガイドラインの運用開始に
先立ち専担者を配置し、専用フリーダイヤルを設置するなど
体制を整備いたしました。また、当行住宅ローンをご利用中で
震災によりご自宅に大きな被害を受けたお客さまに対し、電話
やダイレクトメールによる周知を図るとともに、東北財務局や
仙台弁護士会等と共同で、被災ローン減免制度（個人版私的
整理ガイドライン）無料相談会を宮城県や福島県で合計10回
開催するなど、制度の周知に積極的に努めております。
　さらに、営業店では、個人のお客さまから貸出条件変更
のご相談を受け付けた場合や、ご返済が滞っているお客さ
まとの面談時において、このガイドラインの説明を行うこと
を徹底しております。
　このほか、通達や各種研修会等の機会を捉え、制度の趣
旨・活用方法等について、情報共有を図るとともに、平成２５
年４月には、営業店長を対象とした制度の現況および今後
の取組みに関する研修会を開催しております。
　震災発生から2年以上経過した現在におきましても、防災
集団移転促進事業等に伴う自宅の移転を控えたお客さま
もいらっしゃるなど、被災された方のおかれた状況は様々で
あります。当行では、引続きお客さまへのガイドラインの周
知に努めておりますが、ご相談を受付した際には、お客さま
の状況をきめ細かく把握し、その状況に応じてガイドライン
の利用と迅速な対応に努めてまいります。 

個人債務者の私的整理に関するガイドラインへの対応 

私的整理ガイドライン対応実績（平成25年3月末）

相談受付　　　　　　399件（うち平成24年度 294件）
申出受付　　　　　　124件（うち平成24年度 101件）
弁済計画案受付　　　78件 （うち平成24年度   75件）
弁済計画案同意件数　63件 （うち平成24年度   62件）
　　　　　　　　　　　　　　　 （不同意はゼロ）

●東日本大震災事業者再生支援機構の活用
　平成24年2月、震災に伴う二重債務問題への対応に向け
て、被災した小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業
者等を重点的な支援対象とし、債権買取りに加え、出融資や
債務保証など、様々な支援機能を有する株式会社東日本大
震災事業者再生支援機構が関連法令に基づき設立されて
おります。
　平成24年10月には、東日本大震災事業者再生支援機構
の代表者を講師に招き、当行役員・本部部課長および営業
店長を対象に同機構の制度等に関する説明会を実施する
など、同機構を積極的に活用しております。

東日本大震災事業者再生支援機構支援決定先 （当行分）
45件（平成25年3月末）

産業復興機構支援決定先 （当行分）
23件（平成25年3月末）

※スモールサポート班：東日本機構で創設した小口事業者の案件担当を専門とするチーム

公的機関の活用による事業再生支援
●宮城産業復興機構等の活用
　平成23年12月、震災に伴う二重債務問題への対応に向
けて、独立行政法人中小企業基盤整備機構、宮城県および
当行ほか宮城県内金融機関との共同出資により、宮城産業
復興機構が設立されたほか、本機構の設立に先がけて、平
成23年11月には、宮城県産業復興相談センターが設置さ
れ、震災の被害を受けられた事業者等からの事業再生に向
けた相談業務が実施されております。
　当行は、債権の買取りに限らず、多様な支援メニューを有
している宮城県産業復興相談センターを有効に活用すると
ともに、同センターと同様の機能をもつ、岩手県産業復興相
談センターや福島県産業復興相談センターについても、事
業者の迅速な事業再開を通じて被災地域の復興を図る観
点から、積極的に活用に取り組んでおります。 

東日本大震災事業者再生支援機構の活用
・宮城県沿岸部で生花販売を営んでいたA氏は、津波により店舗や車輌を

流出するなど、甚大な被害を受けました。
・当行では、東日本大震災事業者再生支援機構の「スモールサポート班」
と本部が被災地域の営業店を訪問し、債権買取機能を活用した事業再生
を必要とする取引先の掘り起こし活動を行っておりますが、その中で、A氏
の再生支援には機構を活用することが最も適当であると把握しました。

・事業再生にかかる営業店とA氏の打合せの中で、当行から機構の活用に
ついて提案。機構活用後も融資取引が可能であること等について説明を
行った結果、A氏は機構に支援を要請。当行は、機構が作成した事業計画
に同意し、震災前からの貸出債権は機構に移転することとなりました。

・当行は、債権移転後も新たな貸出を行う準備をしており、A氏の事業再
生に向けて支援を継続してまいります。

◎取組事例

※受付は平日午前9時～午後5時

フリーダイヤル
受付日

受付時間

個人版私的整理ガイドラインコールセンター

個人版私的整理ガイドライン運営委員会宮城支部

a0120-03-0977
平　　日

午前9時～午後4時30分

名称 個人債務の私的整理に関するご相談フリーダイヤル
個人債務の私的整理に関するご相談フリーダイヤル

フリーダイヤル
a0120-380-883

022-212-3025

〈参考〉一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会 連絡先

ABL（動産担保融資）
　震災により多くのお客さまの資本ストックが毀損している
中、当行では、お客さまの設備や商品在庫などの事業資産
の価値に着目し、過度に担保・保証に頼らずとも資金調達が
可能であるＡＢＬを震災復興資金の供給に極めて有効な手
段と位置づけ、積極的に取り組んでおります。
　当行では、動産担保の実態を把握する目利き力の強化を
目的として、特定非営利活動法人日本動産鑑定等が創設し
た「動産評価アドバイザー」の資格取得を奨励しており、金
融機関で最多となる13名の行員が資格を取得しておりま
す。（平成25年6月末現在）
　また、平成24年4月には、宮城県信用保証協会のＡＢＬ保
証制度において、業務提携先であるトゥルーバグループ
ホールディングス株式会社による動産評価を活用した場
合、譲渡担保とする棚卸資産の評価掛目の引上げ運用を可
能にするなど、ＡＢＬの一層の推進に向けた対応を行ってお
り、平成24年10月に、当行で初となる評価掛目を引き上げ
たＡＢＬを、機械工具製品を担保の対象として実行しており
ます。
　ＡＢＬでは、在庫などの動産のほかに、売掛債権や工事請
負代金債権等の電子記録債権も担保の対象になることか
ら、当行ではその活用にも取り組んでおります。

資金供給手段の多様化への取組み

私募債
　当行では、お客さまの長期・固定金利での資金調達ニー
ズに対応するとともに、その発行が適債基準を充足した優
良企業に限られ、お客さまのイメージアップにもつながる
「銀行保証付私募債」や「県信保付私募債」の推進を図って
おります。
　平成24年3月には、震災からの復旧・復興に取り組む企業
を対象に、引受手数料を通常の銀行保証付私募債から
0.20％優遇し、0.05％とした「７７復興私募債」の取扱いを開
始しております。

被災した医療法人に対するＡＢＬの活用
・宮城県沿岸部で病院と老健施設を運営する医療法人Bは、震災により老

健施設が全壊しました。
・当行では、震災直後から復旧に向けて代替地を紹介するなど支援を継

続してまいりました。
・老健施設の移設等による復旧の進展に伴い高まる運転資金ニーズに対
して、当行では診療報酬債権・介護報酬債権を担保として活用するＡＢＬ
を提案し、2億円の貸出を実行しました。

・被災地の医療・介護を支えるB社に対し、当行は今後とも幅広いソリュー
ションを提供してまいります。

◎取組事例

７７復興私募債の受託・引受による被災企業の資金ニーズへの対応
・店舗建設・内装工事業者のC社は、震災により自社工場が全壊するなど

の被害を受けましたが、震災からの復興に伴う受注増加に対応できるよ
う、震災後まもなく設備の復旧に着手しました。

・当行は、震災直後から定期的なコンタクトを重ね、災害関連制度融資等
の各種情報提供に取り組んでまいりました。地域の復興が徐々に進展
し、受注の増加に伴い運転資金ニーズが高まる中、当行は、「７７復興私募
債」の利用を提案し、100百万円の受託・引受を行いました。

・C社は、調達した資金を活用し、店舗再建等の復旧・復興工事に積極的に
取組んでおります。

◎取組事例

ＡＢＬ実行実績（震災後、平成25年3月末迄）

37件/63億円（うち平成24年度 20件/27億円）

私募債引受実績（平成24年度）

18件/16億円（うち77復興私募債 15件/13億円）

復興支援ファンドの組成・活用
　被災企業に対する復興支援を目的として、当行ではこれ
まで2つの復興支援ファンドを組成し、お取引先8社に対す
る投資を実行しております。
　今後も、これら復興支援ファンドを活用し、お取引先の事業基
盤の再構築にかかる取組みに積極的に対応してまいります。

水産加工業者に対する東日本大震災復興ファンドの活用
・D社は、フカヒレやさめのすり身等を製造する水産加工会社です。
・津波により当社の工場と事業所は流失し、長らく事業停止を余儀なくさ

れましたが、平成24年2月に一部工場での生産を再開し、以降生産設備
の復旧を進めてきました。この間、当行は設備資金を実行するなど、D社
を金融面から全面的に支援してまいりました。

・生産設備の復旧が進展し仕入資金の調達が必要となった局面におい
て、当行では、D社の財務安定性を高めつつ長期安定資金を供給するた
め、東日本大震災復興ファンドを通じ融資を実行しました。

・現在、D社は震災前と同水準の生産体制を回復しており、地域産業の復
興を牽引していくことが期待されております。

◎取組事例

＜運転資金の調達例＞
・商品在庫：肉牛
・売掛債権：電子記録債権、診療報酬債権

担保の例：肉牛

＜動産購入資金の調達例＞
・大型クレーン、油圧ショベル、
 太陽光発電設備　　　

担保の例：大型クレーン

※日本政策投資銀行が100％出資するファンド運営会社です。
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私的整理ガイドラインへの取組状況
　「個人債務者の私的整理に関するガ
イドライン」は、住宅ローンなどをご利
用いただいている個人のお客さまの二
重債務問題の解決を目指し運用されて
いる制度です。
　当行では、ガイドラインの運用開始に
先立ち専担者を配置し、専用フリーダイヤルを設置するなど
体制を整備いたしました。また、当行住宅ローンをご利用中で
震災によりご自宅に大きな被害を受けたお客さまに対し、電話
やダイレクトメールによる周知を図るとともに、東北財務局や
仙台弁護士会等と共同で、被災ローン減免制度（個人版私的
整理ガイドライン）無料相談会を宮城県や福島県で合計10回
開催するなど、制度の周知に積極的に努めております。
　さらに、営業店では、個人のお客さまから貸出条件変更
のご相談を受け付けた場合や、ご返済が滞っているお客さ
まとの面談時において、このガイドラインの説明を行うこと
を徹底しております。
　このほか、通達や各種研修会等の機会を捉え、制度の趣
旨・活用方法等について、情報共有を図るとともに、平成２５
年４月には、営業店長を対象とした制度の現況および今後
の取組みに関する研修会を開催しております。
　震災発生から2年以上経過した現在におきましても、防災
集団移転促進事業等に伴う自宅の移転を控えたお客さま
もいらっしゃるなど、被災された方のおかれた状況は様々で
あります。当行では、引続きお客さまへのガイドラインの周
知に努めておりますが、ご相談を受付した際には、お客さま
の状況をきめ細かく把握し、その状況に応じてガイドライン
の利用と迅速な対応に努めてまいります。 

個人債務者の私的整理に関するガイドラインへの対応 

私的整理ガイドライン対応実績（平成25年3月末）

相談受付　　　　　　399件（うち平成24年度 294件）
申出受付　　　　　　124件（うち平成24年度 101件）
弁済計画案受付　　　78件 （うち平成24年度   75件）
弁済計画案同意件数　63件 （うち平成24年度   62件）
　　　　　　　　　　　　　　　 （不同意はゼロ）

●東日本大震災事業者再生支援機構の活用
　平成24年2月、震災に伴う二重債務問題への対応に向け
て、被災した小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業
者等を重点的な支援対象とし、債権買取りに加え、出融資や
債務保証など、様々な支援機能を有する株式会社東日本大
震災事業者再生支援機構が関連法令に基づき設立されて
おります。
　平成24年10月には、東日本大震災事業者再生支援機構
の代表者を講師に招き、当行役員・本部部課長および営業
店長を対象に同機構の制度等に関する説明会を実施する
など、同機構を積極的に活用しております。

東日本大震災事業者再生支援機構支援決定先 （当行分）
45件（平成25年3月末）

産業復興機構支援決定先 （当行分）
23件（平成25年3月末）

※スモールサポート班：東日本機構で創設した小口事業者の案件担当を専門とするチーム

公的機関の活用による事業再生支援
●宮城産業復興機構等の活用
　平成23年12月、震災に伴う二重債務問題への対応に向
けて、独立行政法人中小企業基盤整備機構、宮城県および
当行ほか宮城県内金融機関との共同出資により、宮城産業
復興機構が設立されたほか、本機構の設立に先がけて、平
成23年11月には、宮城県産業復興相談センターが設置さ
れ、震災の被害を受けられた事業者等からの事業再生に向
けた相談業務が実施されております。
　当行は、債権の買取りに限らず、多様な支援メニューを有
している宮城県産業復興相談センターを有効に活用すると
ともに、同センターと同様の機能をもつ、岩手県産業復興相
談センターや福島県産業復興相談センターについても、事
業者の迅速な事業再開を通じて被災地域の復興を図る観
点から、積極的に活用に取り組んでおります。 

東日本大震災事業者再生支援機構の活用
・宮城県沿岸部で生花販売を営んでいたA氏は、津波により店舗や車輌を

流出するなど、甚大な被害を受けました。
・当行では、東日本大震災事業者再生支援機構の「スモールサポート班」
と本部が被災地域の営業店を訪問し、債権買取機能を活用した事業再生
を必要とする取引先の掘り起こし活動を行っておりますが、その中で、A氏
の再生支援には機構を活用することが最も適当であると把握しました。
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に同意し、震災前からの貸出債権は機構に移転することとなりました。

・当行は、債権移転後も新たな貸出を行う準備をしており、A氏の事業再
生に向けて支援を継続してまいります。

◎取組事例

※受付は平日午前9時～午後5時
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　平成24年3月には、震災からの復旧・復興に取り組む企業
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事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２４年度）
自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 174件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBO提案  100件

地域ブランドを活用した６次産業化事業に対する融資の実行
・畜産農家E氏は、震災により牛舎の損壊等の被害を受けながらも、地域
ブランド牛を用いた焼肉レストラン事業の計画を進め、農林水産省によ
り「６次産業化法に基づく事業計画」に認定されました。
・計画の実施に当たり、牛肉生産量を増やすために新たな資金調達を検
討しているE氏に対し、当行は、東日本大震災の特例措置により実質無利
子となる「農業近代化資金（一般口）」を提案し、ご利用いただきました。
なお、同制度利用に際し、当行では、農業信用基金協会に提出する申請
書類等の作成支援も行っております。

◎取組事例

木質バイオマス発電事業に対する設備資金の実行
・気仙沼市において、市の震災復興計画で掲げる再生可能エネルギー導
入プロジェクトである「木質バイオマス発電事業」を実現するため、地元
企業を中心にF社が設立されました。
・本事業では、これまで活用されていなかった地元の間伐材を木材チップ
に加工し、専用の発電所で燃焼させ発電するとともに、発電過程で発生
する熱も地元企業に供給する予定となっています。
・当行では、地域経済の再生と復興を目指す本事業を支援するため、発電
設備導入資金を実行いたしました。
・本事業により、林業等の関連産業での雇用創出が見込まれており、また、
間伐材の購入額の半分を地域通貨（市内の仮設商店街等で使用可能）
で支払うことから、地域経済を持続的に発展させる仕組みとして期待さ
れています。

◎取組事例

農林水産業
●アグリビジネスの推進
　地域の震災からの復興のためには、宮城県の産業を支え
ている農林水産業の再生が必要不可欠との認識から、アグ
リビジネスを支援するため体制を強化しております。
　当行では、農業経営アドバイザーの育成に努めており、資
格取得者数は19名となっているほか、農林漁業者の身近な
ところで6次産業化推進のためのアドバイス等を行う実践
者として農林水産省が任命する「ボランタリー・プランナー」
に行員1名が任命されております。なお、東北農政局が設置
する「6次産業化サポートセンター」で受付けた相談に対し
てアドバイス等を行う「6次産業化プランナー」にも行員3名
が選定されております。（平成25年6月末現在）
　また、公的保証機関である宮城県農業信用基金協会を活
用した定型融資商品「７７アグリビジネスローン＜美(み)の
里(り)＞」や、宮城県からの利子補給等により実質無利子、無
保証料となる特例措置を適用した「農業近代化資金（一般
口）」の取扱いを行っており、平成24年4月には、七十七東日
本大震災復興支援ローンに「農信基口」を追加するなど、農
林漁業者向けの融資推進体制を強化しております。

●東北6次産業化ブリッジファンドの設立
　農林漁業の6次産業化に取り組む事業者を支援するた
め、平成25年4月、株式会社農林漁業成長産業化支援機構
法に基づく地域ファンド「東北6次産業化ブリッジファンド」
を設立いたしました。
　本ファンドは、当行と（株）農林漁業成長産業化支援機構
が共同出資し、規模20億円で設立したもので、山田ビジネ
スコンサルティング（株）が運営会社となり、東北地方での6
次産業化への取組みに対して、ファンドによる出資や経営支
援等を行う予定です。

成長分野への取組み

事業承継・Ｍ＆Ａ
　震災を契機として、お客さまの事業承継に対する支援
ニーズは高まっております。当行では、ソリューション営業課
に法人渉外担当者6名や、相続相談等の専門担当者を2名
配置するとともに、本部のマネーアドバイザー10名も活用
しながら、各種ご相談に対応しております。

医療・介護分野
　宮城県は、医療従事者の配置基準緩和等により、被災し
た医療機関の再開を促進するため、東日本大震災の復興特
区制度を活用して「保険・医療・福祉復興推進特区」を申請
し、復興庁の認定を受けております。
　当行では、医療・福祉分野推進の専門担当者に、一般財団
法人日本医療経営実践協会が実施する「医療経営士3級」
の資格認定試験合格者を配置するなど、医療・介護分野の
推進体制強化に努めております。
　また、専門の融資商品「７７医療・福祉ローン」は、ご融資の
上限金額を設定せず、金利や期間を柔軟に対応できる商品
として、392件326億円のご利用をいただいております。
（平成25年3月末現在）

再生可能エネルギー発電事業
　平成24年7月より「再生可能エネルギー固定価格買取制
度」がスタートしております。宮城県内でもメガソーラー発
電やバイオマス発電などの事業化に向けた具体的な動き
がみられるなど、お取引先の関心も高まっております。
　当行では、本部と営業店が一体となり、発電事業にかかる
補助金や優遇税制の概要などの情報提供や専門家の紹介
などを行うとともに、発電施設購入等の設備資金にも積極
的に対応しております。

日常の情報営業を活用したビジネスマッチング
　当行では、営業店において日常の営業活動の中で集積し
た様々な情報を活用したビジネスマッチングの推進により、
お客さまの新たな販路や仕入先の開拓、事業拡大等の支援
に取り組んでまいりました。
　震災直後は、がれき撤去・建物修繕にかかる業者の紹介
や、事業所の移転・再開にかかる土地・中古物件の情報提供
など、復旧に向けたお客さまの各種ニーズに継続して対応
し、事業活動の支援に努めました。
　また、震災から2年以上が経過した現在においては、被災企
業が復興する過程において、商流の再構築や新たな取引先の
開拓等が必要不可欠な状況にあること等を踏まえ、販売業者
に留まらず、食品加工業者等の付加価値を高める業者の紹介
を含め、ビジネスマッチングへの取組みを強化しております。
被災企業に対する個別商談機会の提供
　当行では、被災した企業の販路再構築等を支援するため、お
客さまに対する個別商談機会の提供に取り組んでおります。
　平成24年9月より、当行営業店・本部の担当者とイオング
ループの水産物の仕入責任者が、水産加工業者を中心に
被災したお取引先を個別に訪問し、商談を行うとともに、商
品開発等についての具体的なアドバイスを行っておりま
す。なお、平成25年5月末現在、個別商談の成果として、お
取引先4先が新たにイオングループに対する商品納入を開
始しております。
　また、地域の復興支援に積極的に取り組んでいる宮城県
内の私立学校に対して、被災企業の食材を使った復興支援
を提案し、平成25年2月、被災した水産加工業者等5社と、
同学校の給食業務受託事業者3社との個別商談を当行本
店で行いました。
　さらに、平成25年4月からは、仙台商工会議所等が販路
回復・拡大支援事業の一環として主催する「売ります！買いま
す！“伊達な商談会”ｉｎ ＳＥＮＤＡＩ」の開催に協力しており、お
取引先の食品製造業者等に広くご案内し、バイヤーとの個
別商談機会の提供を行っております。

販路の回復・開拓支援

商談会の開催
　当行では、お客さまの販路拡大、調達先の多様化等を支
援するため、商談会の開催を通じたマッチング機会の提供
にも積極的に取組んでおります。
　平成２４年度は以下のとおり、国内で５回、海外で４回商談
会を開催いたしました。

ビジネスマッチング成約実績（震災後、平成２５年３月迄）

成約件数累計（国内分）1,727件（うち平成24年度 697件）

復興応援商談会 in 石巻

日中ものづくり商談会＠深セン２０１２ 食品ビジネス商談会in香港2013

平成24年4月
石巻

平成24年5月
タイ

開催時期／場所 商談会名

商談会開催実績（平成24年度分）
●国内

復興応援商談会 in 石巻
（50社）

タイ投資環境視察・個別商談会
（６社）

9月
中国上海

日中ものづくり商談会＠上海２０１２
（１１社）

12月
中国深セン

日中ものづくり商談会＠深セン２０１２
（８社）

平成25年1月
香港

食品ビジネス商談会in香港2013
（１０社）

6月
仙台

食材王国みやぎビジネス商談会
（69社）

8月
東京

復興へ！TOHOKU FOOD EXPO 2012
（70社）

10月
東京

地方銀行フードセレクション２０１２
（14社）

11月
山形

がんばろう東北！おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会
（２４社）

開催時期／場所 商談会名

●海外

被災農家に対するビジネスマッチング支援
・G社は、津波によりビニールハウス等の生産設備を流失したイチゴ農家

数名により、再度イチゴを生産することを目指して設立されました。
・当行では、事業再建に向けてコンタクトを重ねるなか、当社にとって「販

路の再構築」が最優先課題であると認識し、地元で有力な販路を持つ当
行取引先の青果物卸売業者を紹介しました。

・個別に商談を実施した結果、取引は成約し、G社は安定的な出荷先を得
ることで事業再建に向けた第一歩を踏み出しました。

・また、当行では、「農業近代化資金（一般口）」によって設備資金を実行し
ており、金融・販路の両面からG社を支援しております。

◎取組事例

（　）内は当行取引先参加社数

（　）内は当行取引先参加社数

地方銀行フードセレクション2012

地域と共に
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事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２４年度）
自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 174件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBO提案  100件

地域ブランドを活用した６次産業化事業に対する融資の実行
・畜産農家E氏は、震災により牛舎の損壊等の被害を受けながらも、地域
ブランド牛を用いた焼肉レストラン事業の計画を進め、農林水産省によ
り「６次産業化法に基づく事業計画」に認定されました。
・計画の実施に当たり、牛肉生産量を増やすために新たな資金調達を検
討しているE氏に対し、当行は、東日本大震災の特例措置により実質無利
子となる「農業近代化資金（一般口）」を提案し、ご利用いただきました。
なお、同制度利用に際し、当行では、農業信用基金協会に提出する申請
書類等の作成支援も行っております。

◎取組事例

木質バイオマス発電事業に対する設備資金の実行
・気仙沼市において、市の震災復興計画で掲げる再生可能エネルギー導
入プロジェクトである「木質バイオマス発電事業」を実現するため、地元
企業を中心にF社が設立されました。
・本事業では、これまで活用されていなかった地元の間伐材を木材チップ
に加工し、専用の発電所で燃焼させ発電するとともに、発電過程で発生
する熱も地元企業に供給する予定となっています。
・当行では、地域経済の再生と復興を目指す本事業を支援するため、発電
設備導入資金を実行いたしました。
・本事業により、林業等の関連産業での雇用創出が見込まれており、また、
間伐材の購入額の半分を地域通貨（市内の仮設商店街等で使用可能）
で支払うことから、地域経済を持続的に発展させる仕組みとして期待さ
れています。

◎取組事例

農林水産業
●アグリビジネスの推進
　地域の震災からの復興のためには、宮城県の産業を支え
ている農林水産業の再生が必要不可欠との認識から、アグ
リビジネスを支援するため体制を強化しております。
　当行では、農業経営アドバイザーの育成に努めており、資
格取得者数は19名となっているほか、農林漁業者の身近な
ところで6次産業化推進のためのアドバイス等を行う実践
者として農林水産省が任命する「ボランタリー・プランナー」
に行員1名が任命されております。なお、東北農政局が設置
する「6次産業化サポートセンター」で受付けた相談に対し
てアドバイス等を行う「6次産業化プランナー」にも行員3名
が選定されております。（平成25年6月末現在）
　また、公的保証機関である宮城県農業信用基金協会を活
用した定型融資商品「７７アグリビジネスローン＜美(み)の
里(り)＞」や、宮城県からの利子補給等により実質無利子、無
保証料となる特例措置を適用した「農業近代化資金（一般
口）」の取扱いを行っており、平成24年4月には、七十七東日
本大震災復興支援ローンに「農信基口」を追加するなど、農
林漁業者向けの融資推進体制を強化しております。

●東北6次産業化ブリッジファンドの設立
　農林漁業の6次産業化に取り組む事業者を支援するた
め、平成25年4月、株式会社農林漁業成長産業化支援機構
法に基づく地域ファンド「東北6次産業化ブリッジファンド」
を設立いたしました。
　本ファンドは、当行と（株）農林漁業成長産業化支援機構
が共同出資し、規模20億円で設立したもので、山田ビジネ
スコンサルティング（株）が運営会社となり、東北地方での6
次産業化への取組みに対して、ファンドによる出資や経営支
援等を行う予定です。

成長分野への取組み

事業承継・Ｍ＆Ａ
　震災を契機として、お客さまの事業承継に対する支援
ニーズは高まっております。当行では、ソリューション営業課
に法人渉外担当者6名や、相続相談等の専門担当者を2名
配置するとともに、本部のマネーアドバイザー10名も活用
しながら、各種ご相談に対応しております。

医療・介護分野
　宮城県は、医療従事者の配置基準緩和等により、被災し
た医療機関の再開を促進するため、東日本大震災の復興特
区制度を活用して「保険・医療・福祉復興推進特区」を申請
し、復興庁の認定を受けております。
　当行では、医療・福祉分野推進の専門担当者に、一般財団
法人日本医療経営実践協会が実施する「医療経営士3級」
の資格認定試験合格者を配置するなど、医療・介護分野の
推進体制強化に努めております。
　また、専門の融資商品「７７医療・福祉ローン」は、ご融資の
上限金額を設定せず、金利や期間を柔軟に対応できる商品
として、392件326億円のご利用をいただいております。
（平成25年3月末現在）

再生可能エネルギー発電事業
　平成24年7月より「再生可能エネルギー固定価格買取制
度」がスタートしております。宮城県内でもメガソーラー発
電やバイオマス発電などの事業化に向けた具体的な動き
がみられるなど、お取引先の関心も高まっております。
　当行では、本部と営業店が一体となり、発電事業にかかる
補助金や優遇税制の概要などの情報提供や専門家の紹介
などを行うとともに、発電施設購入等の設備資金にも積極
的に対応しております。

日常の情報営業を活用したビジネスマッチング
　当行では、営業店において日常の営業活動の中で集積し
た様々な情報を活用したビジネスマッチングの推進により、
お客さまの新たな販路や仕入先の開拓、事業拡大等の支援
に取り組んでまいりました。
　震災直後は、がれき撤去・建物修繕にかかる業者の紹介
や、事業所の移転・再開にかかる土地・中古物件の情報提供
など、復旧に向けたお客さまの各種ニーズに継続して対応
し、事業活動の支援に努めました。
　また、震災から2年以上が経過した現在においては、被災企
業が復興する過程において、商流の再構築や新たな取引先の
開拓等が必要不可欠な状況にあること等を踏まえ、販売業者
に留まらず、食品加工業者等の付加価値を高める業者の紹介
を含め、ビジネスマッチングへの取組みを強化しております。
被災企業に対する個別商談機会の提供
　当行では、被災した企業の販路再構築等を支援するため、お
客さまに対する個別商談機会の提供に取り組んでおります。
　平成24年9月より、当行営業店・本部の担当者とイオング
ループの水産物の仕入責任者が、水産加工業者を中心に
被災したお取引先を個別に訪問し、商談を行うとともに、商
品開発等についての具体的なアドバイスを行っておりま
す。なお、平成25年5月末現在、個別商談の成果として、お
取引先4先が新たにイオングループに対する商品納入を開
始しております。
　また、地域の復興支援に積極的に取り組んでいる宮城県
内の私立学校に対して、被災企業の食材を使った復興支援
を提案し、平成25年2月、被災した水産加工業者等5社と、
同学校の給食業務受託事業者3社との個別商談を当行本
店で行いました。
　さらに、平成25年4月からは、仙台商工会議所等が販路
回復・拡大支援事業の一環として主催する「売ります！買いま
す！“伊達な商談会”ｉｎ ＳＥＮＤＡＩ」の開催に協力しており、お
取引先の食品製造業者等に広くご案内し、バイヤーとの個
別商談機会の提供を行っております。

販路の回復・開拓支援

商談会の開催
　当行では、お客さまの販路拡大、調達先の多様化等を支
援するため、商談会の開催を通じたマッチング機会の提供
にも積極的に取組んでおります。
　平成２４年度は以下のとおり、国内で５回、海外で４回商談
会を開催いたしました。

ビジネスマッチング成約実績（震災後、平成２５年３月迄）

成約件数累計（国内分）1,727件（うち平成24年度 697件）

復興応援商談会 in 石巻

日中ものづくり商談会＠深セン２０１２ 食品ビジネス商談会in香港2013

平成24年4月
石巻

平成24年5月
タイ

開催時期／場所 商談会名

商談会開催実績（平成24年度分）
●国内

復興応援商談会 in 石巻
（50社）

タイ投資環境視察・個別商談会
（６社）

9月
中国上海

日中ものづくり商談会＠上海２０１２
（１１社）

12月
中国深セン

日中ものづくり商談会＠深セン２０１２
（８社）

平成25年1月
香港

食品ビジネス商談会in香港2013
（１０社）

6月
仙台

食材王国みやぎビジネス商談会
（69社）

8月
東京

復興へ！TOHOKU FOOD EXPO 2012
（70社）

10月
東京

地方銀行フードセレクション２０１２
（14社）

11月
山形

がんばろう東北！おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会
（２４社）

開催時期／場所 商談会名

●海外

被災農家に対するビジネスマッチング支援
・G社は、津波によりビニールハウス等の生産設備を流失したイチゴ農家

数名により、再度イチゴを生産することを目指して設立されました。
・当行では、事業再建に向けてコンタクトを重ねるなか、当社にとって「販

路の再構築」が最優先課題であると認識し、地元で有力な販路を持つ当
行取引先の青果物卸売業者を紹介しました。

・個別に商談を実施した結果、取引は成約し、G社は安定的な出荷先を得
ることで事業再建に向けた第一歩を踏み出しました。

・また、当行では、「農業近代化資金（一般口）」によって設備資金を実行し
ており、金融・販路の両面からG社を支援しております。

◎取組事例

（　）内は当行取引先参加社数

（　）内は当行取引先参加社数

地方銀行フードセレクション2012

地域と共に
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創業・新規事業開拓に関する支援実績（平成２４年度）
86件（うち創業・新規事業支援融資実績 72件367百万円）

宮城県産品のＰＲ等
　当行では、商談会の開催に加え、他社主催の商談会に
ブースを出展すること等により、宮城県内の復興状況や観
光等をＰＲする取組みも行っております。
　平成24年8月22日から9月11日迄および平成25年5月
17日から6月5日迄、ＪＲ上野駅構内の地産品ショップ「のもの」
において、宮城県産品を販売・ＰＲするイベント「宮城のもの」
を、宮城県・ＪＲ東日本グ
ループと連携して開催し
ました。期間中は行員を
派遣し、地元生産者等と
ともに約300アイテムの
県産品をＰＲしました。

＜七十七＞食材セレクションの活用による販路拡大支援
　当行は、ホームページに「食」に関するお取引先を紹介す
るサイト「＜七十七＞食材セレクション」を開設しております。
被災した企業を支援するため、震災後、サイトへの掲載企業
を35先追加し、計116先のお取引先企業の販売拡大に役
立てられております。（平成25年6月末現在）平成24年度の
本サイトを経由し各企業のホームページにアクセスした件
数は約6万5千件と前年度比5千件以上増加しており、被災
地の企業に対する関心の高さが伺えます。

復興支援カタログ「味や技はじめまして。」の発行
　平成24年4月より、お取引先の販路拡大を支援するた
め、公益社団法人宮城県物産振興協会の協力のもと、「宮
城県産品カタログ『味や技はじめまして。』」を発行いたし
ました。
　カタログには、全国に自慢のできる「みやぎブランド」産
品を多数掲載し、県内の観光施設などに配置しております
ほか、営業店でお客さまに配付しており
ます。また、全国地方銀行協会加盟行
64行のネットワークなども活用し、より
多くの方々にご利用いただけるよう呼
びかけております。発行から平成25年
3月末迄に、計5,500個、13百万円の注
文が寄せられております。

北海道銀行との業務提携
　当行は、平成25年3月、宮城県と北海道の交流支援の促
進を趣旨とする業務提携を北海道銀行と締結しておりま
す。各地域における取引先企業等の交流支援・情報支援を
通じて、各々の地域経済の発展に寄与することを目的とし
ており、ビジネスマッチング業務を含めた営業情報の紹介
や、震災被災住民への商品・サービス等のサポートについ
て、相互に連携してまいります。

創業・新規事業開拓支援への取組み
　震災の被災地域では、勤務先が廃業したお客さまが自ら
起業する、あるいは被災した農林漁業者が集まり農業生産
法人を設立するなどの動きがあり、当行では、宮城県におけ
る創業・新事業関連融資制度等を活用し積極的に資金供給
に努めております。　
　また、技術・アイデア面に優位性を有する企業に対して
は、東北大学や東北経済連合会等の外部支援機関への紹
介を通じたハンズオン支援を行うなど、投融資以外の面か
らも支援を実施しております。

　なお、当行では、地域金融機関として地元中小企業を育
成する観点から創業（ベンチャー）企業等に対し、以下のよう
な融資制度、投資事業を行っております。

　このほか、公益財団法人七十七ビジネス振興財団による
新規事業活動等を志している起業家等を対象とした「七十
七ニュービジネス助成金」の表彰事業や産学官連携および
ものづくり産業集積に伴う起業・新事業への支援等を行っ
ております。（P41、42ご参照）

創業・新規事業開拓支援

７７ニュービジネス
支援資金

ご融資金額1億円以内で、新技術の開発や新分野へ
の進出等における研究開発資金、事業展開資金とし
てご利用いただけます。また産業クラスター計画関
連等の補助金や委託費の交付決定先企業を対象に
「つなぎ資金」の取扱いも行っております。

宮城県等の
各種制度融資

宮城県の創業育成資金、仙台市の新事業創出支援融
資制度等の創業企業向け各制度融資を積極的に活
用しております。

ベンチャー育成ファンド
「あおばサクセス壱号
投資事業有限責任組合」

みやぎ産業振興機構のほか、当行をはじめ宮城県内
大手企業等13団体が5億4千万円出資し、宮城県内
の産業振興、雇用対策を目的に、宮城県のほか東北
地域に本社を置く企業を中心に投資しております。

産学官連携
ベンチャーファンド

｢東北インキュベーション
投資事業有限責任組合｣

当行をはじめ宮城県･仙台市ほか12団体が31億8千
万円を出資し、東北地域における新規事業の創出お
よび中小企業等の成長支援を目的に投資しており
ます。

ベンチャー企業等
投資ファンド

｢東北グロース投資事業
有限責任組合｣

当行をはじめ東北経済連合会ほか20団体が35億8
千万円を出資し、東北地域におけるベンチャー企業
および第二創業を行う既存企業の成長支援を目的に
投資しております。

み　　　　ぎ

み　　　　ぎ

主な復興関連有識者会議等（当行参加分）

貸出金
取引地方公共団体数 残高 取引地方公共団体数 残高

（参考）預金・譲渡性預金

仙台市復興推進協議会
一般社団法人東松島みらいとし機構
気仙沼市復興特区金融協議会
大和町復興推進協議会
南相馬市復興推進協議会
仙台空港等活性化検討会・臨空地域等活性化検討会
南三陸町再生可能エネルギー利活用検討会議
みやぎ知と医療機器創生拠点推進協議会
石巻復興協働プロジェクト協議会
農林漁業復旧・復興支援委員会
塩釜市復興推進計画地域協議会
一般社団法人南三陸町福興まちづくり機構
震災復興販路拡大支援事業企画委員会
みやぎスマートシティ連絡会議ワーキンググループ
山元町コンパクトシティ型スマートコミュニティ事業アドバイザリーボード
次世代自動車イノベーション推進協議会

地方公共団体向けの資金供給等の状況
　当行は、地域の再生に向け、地域の復興施策の実行主体
である地方公共団体等に対する円滑な資金供給に積極的
に努めております。平成25年3月末現在、宮城県および県内
３５市町村、合計３６地方公共団体のうち、35団体に貸出を
行っております。
　また、宮城県内36の地方公共団体のうち、35団体から公
金取扱業務を受託（指定金融機関、指定代理金融機関合計）
しており、公金の収納や支払等の事務を通じ、幅広く県内の
皆さまにご利用いただいております。

有識者会議等への参加
　当行では、各自治体における有識者会議等に委員を派遣
し、復興特区制度による規制の特例を受けるための推進計
画の策定等に関わるなど、復興に向け人的な側面からの支
援も継続しております。
　また、震災からの地域経済の復興と先端技術産業の集積
につながる、世界最大の素粒子物理学実験施設「国際リニ
アコライダー（ＩＬＣ）」を、東北地方に誘致するため「東北ＩＬＣ
推進協議会」が、宮城県や東北経済連合会等により設立さ
れております。当行も協議会に参加するとともに、平成25
年3月には、宮城県などと合同で「国際リニアコライダー（ＩＬＣ）
セミナー」を開催し、約450名に参加いただきました。
　なお、当行の地方公共団体および関連団体への人材派
遣実績は､平成25年3月末で3名となっております。

地域の再生に向けた情報提供
　当行はこれまで、地域の成長・発展、あるいはお客さまの
事業活動に資する各種情報提供に努めてまいりました。
　平成23年7月には、石巻市と気仙沼市の産業連関表（平
成17年表）および震災に伴う経済的被害に関する推計調査
を実施し、分析結果を両市に報告いたしました。
　また、平成24年11月には「地方自治体向けセミナー」を
開催し、地方公共団体職員の方など約80名に対して、産業・
雇用再生への地方自治体の取組みなどについて、外部講師
による講演等により情報提供を行いました。
　なお、平成24年11月から、震災で宮城県外に避難してい
る方のために、宮城県が発行する「みやぎ復興プレス」等の
情報冊子を宮城県外営業店15ヵ店のロビーに配置し、宮城
県の震災復興関連情報を提供しております。

・仙台市/松森工場関連市民利用施設整備事業
 (融資金融機関、アレンジャー兼エージェント)
・仙台市/野村学校給食センター整備事業
 (融資金融機関、アレンジャー兼エージェント)
・東北大学/学生寄宿舎ＰＦＩ事業(融資金融機関)
・石巻地区広域行政事務組合/消防本部庁舎移転整備事業
 (融資金融機関、コ･アレンジャー)
・仙台市/天文台整備・運営事業（融資金融機関、コ･アレンジャー）
・宮城県/教育・福祉複合施設整備事業(融資金融機関、建中アレンジャー)
・石巻地区広域行政事務組合／養護老人ホーム改築事業
 (融資金融機関、アレンジャー)
・宮城県/宮城県消防学校移転整備事業（融資金融機関、アレンジャー）
・東松島市/東松島市新学校給食センター整備運営事業
 （融資金融機関、アレンジャー）

◎ＰＦＩ取組実績

※特別地方公共団体、地方公社との取引を除きます。

　なお、当行では、地域の皆さまの利便性を考慮し、地方公
共団体の庁舎内や関連施設内39ヵ所に、48台のＡＴＭを設
置しております。（平成25年3月末現在）

復興プロジェクト等への参画
　震災に伴い、地方公共団体等が主導するＰＰＰ・ＰＦＩの増加
や、各種復興プロジェクト等に関連した資金需要の発生が見
込まれることから、当行では、地方公共団体との関係を一層
強化し、案件組成の段階から積極的に取り組んでおります。
　平成25年3月には「ＰＦＩ促進セミナー」を開催し、地方公共
団体職員の方など約100名に参加いただきＰＦＩの概要や復
興事業へのＰＦＩ活用例等について情報提供を行いました。
　また、平成24年5月には、東松島市新学校給食センター
整備運営事業に対するプロジェクトファイナンスを実行す
るなど、当行は、これまで宮城県内で9件のＰＦＩ事業につい
て融資金融機関として参加しており、うち5件については事
業者のメイン行としてアレンジャー業務を行っております。 

地方公共団体との連携

平成24年3月末

平成25年3月末

35

35

6,952

6,708

36

36

12,027

16,173

宮城県内地方公共団体向け貸出金等の状況 （単位：先、億円）
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創業・新規事業開拓に関する支援実績（平成２４年度）
86件（うち創業・新規事業支援融資実績 72件367百万円）

宮城県産品のＰＲ等
　当行では、商談会の開催に加え、他社主催の商談会に
ブースを出展すること等により、宮城県内の復興状況や観
光等をＰＲする取組みも行っております。
　平成24年8月22日から9月11日迄および平成25年5月
17日から6月5日迄、ＪＲ上野駅構内の地産品ショップ「のもの」
において、宮城県産品を販売・ＰＲするイベント「宮城のもの」
を、宮城県・ＪＲ東日本グ
ループと連携して開催し
ました。期間中は行員を
派遣し、地元生産者等と
ともに約300アイテムの
県産品をＰＲしました。

＜七十七＞食材セレクションの活用による販路拡大支援
　当行は、ホームページに「食」に関するお取引先を紹介す
るサイト「＜七十七＞食材セレクション」を開設しております。
被災した企業を支援するため、震災後、サイトへの掲載企業
を35先追加し、計116先のお取引先企業の販売拡大に役
立てられております。（平成25年6月末現在）平成24年度の
本サイトを経由し各企業のホームページにアクセスした件
数は約6万5千件と前年度比5千件以上増加しており、被災
地の企業に対する関心の高さが伺えます。

復興支援カタログ「味や技はじめまして。」の発行
　平成24年4月より、お取引先の販路拡大を支援するた
め、公益社団法人宮城県物産振興協会の協力のもと、「宮
城県産品カタログ『味や技はじめまして。』」を発行いたし
ました。
　カタログには、全国に自慢のできる「みやぎブランド」産
品を多数掲載し、県内の観光施設などに配置しております
ほか、営業店でお客さまに配付しており
ます。また、全国地方銀行協会加盟行
64行のネットワークなども活用し、より
多くの方々にご利用いただけるよう呼
びかけております。発行から平成25年
3月末迄に、計5,500個、13百万円の注
文が寄せられております。

北海道銀行との業務提携
　当行は、平成25年3月、宮城県と北海道の交流支援の促
進を趣旨とする業務提携を北海道銀行と締結しておりま
す。各地域における取引先企業等の交流支援・情報支援を
通じて、各々の地域経済の発展に寄与することを目的とし
ており、ビジネスマッチング業務を含めた営業情報の紹介
や、震災被災住民への商品・サービス等のサポートについ
て、相互に連携してまいります。

創業・新規事業開拓支援への取組み
　震災の被災地域では、勤務先が廃業したお客さまが自ら
起業する、あるいは被災した農林漁業者が集まり農業生産
法人を設立するなどの動きがあり、当行では、宮城県におけ
る創業・新事業関連融資制度等を活用し積極的に資金供給
に努めております。　
　また、技術・アイデア面に優位性を有する企業に対して
は、東北大学や東北経済連合会等の外部支援機関への紹
介を通じたハンズオン支援を行うなど、投融資以外の面か
らも支援を実施しております。

　なお、当行では、地域金融機関として地元中小企業を育
成する観点から創業（ベンチャー）企業等に対し、以下のよう
な融資制度、投資事業を行っております。

　このほか、公益財団法人七十七ビジネス振興財団による
新規事業活動等を志している起業家等を対象とした「七十
七ニュービジネス助成金」の表彰事業や産学官連携および
ものづくり産業集積に伴う起業・新事業への支援等を行っ
ております。（P41、42ご参照）

創業・新規事業開拓支援

７７ニュービジネス
支援資金

ご融資金額1億円以内で、新技術の開発や新分野へ
の進出等における研究開発資金、事業展開資金とし
てご利用いただけます。また産業クラスター計画関
連等の補助金や委託費の交付決定先企業を対象に
「つなぎ資金」の取扱いも行っております。

宮城県等の
各種制度融資

宮城県の創業育成資金、仙台市の新事業創出支援融
資制度等の創業企業向け各制度融資を積極的に活
用しております。

ベンチャー育成ファンド
「あおばサクセス壱号
投資事業有限責任組合」

みやぎ産業振興機構のほか、当行をはじめ宮城県内
大手企業等13団体が5億4千万円出資し、宮城県内
の産業振興、雇用対策を目的に、宮城県のほか東北
地域に本社を置く企業を中心に投資しております。

産学官連携
ベンチャーファンド

｢東北インキュベーション
投資事業有限責任組合｣

当行をはじめ宮城県･仙台市ほか12団体が31億8千
万円を出資し、東北地域における新規事業の創出お
よび中小企業等の成長支援を目的に投資しており
ます。

ベンチャー企業等
投資ファンド

｢東北グロース投資事業
有限責任組合｣

当行をはじめ東北経済連合会ほか20団体が35億8
千万円を出資し、東北地域におけるベンチャー企業
および第二創業を行う既存企業の成長支援を目的に
投資しております。

み　　　　ぎ

み　　　　ぎ

主な復興関連有識者会議等（当行参加分）

貸出金
取引地方公共団体数 残高 取引地方公共団体数 残高

（参考）預金・譲渡性預金

仙台市復興推進協議会
一般社団法人東松島みらいとし機構
気仙沼市復興特区金融協議会
大和町復興推進協議会
南相馬市復興推進協議会
仙台空港等活性化検討会・臨空地域等活性化検討会
南三陸町再生可能エネルギー利活用検討会議
みやぎ知と医療機器創生拠点推進協議会
石巻復興協働プロジェクト協議会
農林漁業復旧・復興支援委員会
塩釜市復興推進計画地域協議会
一般社団法人南三陸町福興まちづくり機構
震災復興販路拡大支援事業企画委員会
みやぎスマートシティ連絡会議ワーキンググループ
山元町コンパクトシティ型スマートコミュニティ事業アドバイザリーボード
次世代自動車イノベーション推進協議会

地方公共団体向けの資金供給等の状況
　当行は、地域の再生に向け、地域の復興施策の実行主体
である地方公共団体等に対する円滑な資金供給に積極的
に努めております。平成25年3月末現在、宮城県および県内
３５市町村、合計３６地方公共団体のうち、35団体に貸出を
行っております。
　また、宮城県内36の地方公共団体のうち、35団体から公
金取扱業務を受託（指定金融機関、指定代理金融機関合計）
しており、公金の収納や支払等の事務を通じ、幅広く県内の
皆さまにご利用いただいております。

有識者会議等への参加
　当行では、各自治体における有識者会議等に委員を派遣
し、復興特区制度による規制の特例を受けるための推進計
画の策定等に関わるなど、復興に向け人的な側面からの支
援も継続しております。
　また、震災からの地域経済の復興と先端技術産業の集積
につながる、世界最大の素粒子物理学実験施設「国際リニ
アコライダー（ＩＬＣ）」を、東北地方に誘致するため「東北ＩＬＣ
推進協議会」が、宮城県や東北経済連合会等により設立さ
れております。当行も協議会に参加するとともに、平成25
年3月には、宮城県などと合同で「国際リニアコライダー（ＩＬＣ）
セミナー」を開催し、約450名に参加いただきました。
　なお、当行の地方公共団体および関連団体への人材派
遣実績は､平成25年3月末で3名となっております。

地域の再生に向けた情報提供
　当行はこれまで、地域の成長・発展、あるいはお客さまの
事業活動に資する各種情報提供に努めてまいりました。
　平成23年7月には、石巻市と気仙沼市の産業連関表（平
成17年表）および震災に伴う経済的被害に関する推計調査
を実施し、分析結果を両市に報告いたしました。
　また、平成24年11月には「地方自治体向けセミナー」を
開催し、地方公共団体職員の方など約80名に対して、産業・
雇用再生への地方自治体の取組みなどについて、外部講師
による講演等により情報提供を行いました。
　なお、平成24年11月から、震災で宮城県外に避難してい
る方のために、宮城県が発行する「みやぎ復興プレス」等の
情報冊子を宮城県外営業店15ヵ店のロビーに配置し、宮城
県の震災復興関連情報を提供しております。

・仙台市/松森工場関連市民利用施設整備事業
 (融資金融機関、アレンジャー兼エージェント)
・仙台市/野村学校給食センター整備事業
 (融資金融機関、アレンジャー兼エージェント)
・東北大学/学生寄宿舎ＰＦＩ事業(融資金融機関)
・石巻地区広域行政事務組合/消防本部庁舎移転整備事業
 (融資金融機関、コ･アレンジャー)
・仙台市/天文台整備・運営事業（融資金融機関、コ･アレンジャー）
・宮城県/教育・福祉複合施設整備事業(融資金融機関、建中アレンジャー)
・石巻地区広域行政事務組合／養護老人ホーム改築事業
 (融資金融機関、アレンジャー)
・宮城県/宮城県消防学校移転整備事業（融資金融機関、アレンジャー）
・東松島市/東松島市新学校給食センター整備運営事業
 （融資金融機関、アレンジャー）

◎ＰＦＩ取組実績

※特別地方公共団体、地方公社との取引を除きます。

　なお、当行では、地域の皆さまの利便性を考慮し、地方公
共団体の庁舎内や関連施設内39ヵ所に、48台のＡＴＭを設
置しております。（平成25年3月末現在）

復興プロジェクト等への参画
　震災に伴い、地方公共団体等が主導するＰＰＰ・ＰＦＩの増加
や、各種復興プロジェクト等に関連した資金需要の発生が見
込まれることから、当行では、地方公共団体との関係を一層
強化し、案件組成の段階から積極的に取り組んでおります。
　平成25年3月には「ＰＦＩ促進セミナー」を開催し、地方公共
団体職員の方など約100名に参加いただきＰＦＩの概要や復
興事業へのＰＦＩ活用例等について情報提供を行いました。
　また、平成24年5月には、東松島市新学校給食センター
整備運営事業に対するプロジェクトファイナンスを実行す
るなど、当行は、これまで宮城県内で9件のＰＦＩ事業につい
て融資金融機関として参加しており、うち5件については事
業者のメイン行としてアレンジャー業務を行っております。 

地方公共団体との連携

平成24年3月末

平成25年3月末

35

35

6,952

6,708

36

36

12,027

16,173

宮城県内地方公共団体向け貸出金等の状況 （単位：先、億円）

地域と共に

地域経済活性化への取組状況
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提携融資商品

提携先（平成25年7月1日現在）

取扱実績（平成25年3月末）

ものづくり産業集積への対応・産学官連携への取組み

宮城県へのものづくり産業集積への対応
　仙台市北部から岩手県南部は、自動車や高度電子機械産
業などのものづくり産業の集積が進行しており、今後、宮城
県と岩手県の経済交流の進展が期待されております。
　平成24年7月には、トヨタグループ3社の経営統合に
より、トヨタ自動車東日本㈱が設立しました。平成24年
12月には、東北初となるエンジン工場が完成し、トヨタ小
型ハイブリッド車用のエンジンの生産が開始されており、
今後、自動車関連企業の進出が加速することが見込まれ
ております。
　また、東京エレクトロン宮城㈱および半導体関連企業の
進出等により、技術開発拠点の形成と産業の集積が図られ
ています。
　こうした状況下、宮城県および県内の市町村は、震災の復
興特区制度を活用して、自動車関連産業、高度電子機械産
業など、ものづくり産業の集積を図るべく、「民間投資促進
特区」を申請し、復興庁の認定を受けております。また、宮城
県内の市町村において、企業の新規立地や被災者の雇用促
進のため、農業や観光関連産業等の「民間投資促進特区」を
個別に申請し、復興庁の認定を受けております。
　当行では、ものづくり産業に関連するお客さまの支援強
化を図るとともに、関連する起業・新事業に向けた地域の皆
さまの取組みを支援するため、体制を強化しております。仙
台市北部のものづくり企業集積地域に隣接する吉岡支店に
本部渉外人員を2名配置するとともに、平成24年6月には、
岩手県北上市に北上支店を新設いたしました。
　今後も、本部・営業店が連携し、ものづくり産業および
関連企業との総合取引の推進に取り組んでまいります。

●地域イノベーション戦略支援プログラムへの取組み
　平成２４年４月、被災地域の復興を支える技術革新を促進
するため、東北大学を中心に、当行や地域の産学官の各機
関が連携し、復興庁・文部科学省の支援事業「地域イノベー
ション戦略支援プログラム」に申請し、同年６月に認定され
ました。
　同事業は、「自動車」、「医療」の２つのテーマについて、宮
城県発の次世代自動車および医療機器の開発等を目指し、
大学における機器の共用化、人材育成などソフト面を支援
するものです。
　当行は、技術・アイデア面に優位性を有する創業・新事業
進出企業に対し、宮城県における関連融資制度を活用した
積極的な資金供給のほか、中小企業基盤整備機構、東北大
学および東北イノベーションキャピタル等外部支援機関へ
の紹介を通じたハンズオン支援や、ビジネスマッチング情
報の提供による販路拡大支援など、投融資以外の面からも
支援を行っております。

●宮城県、三井住友銀行との産業振興に関する協力協定
　宮城県内企業と県外企業の取引促進やものづくり産業
の集積に向けた連携を強化することで、宮城県における産
業経済の成長を促進し、地域全体の活性化を図る観点から
宮城県、三井住友銀行と「産業振興に関する協力協定」を締
結しております。　　
　協定に基づく事業として、これまで自動車関連産業参入
や海外ビジネスに関するセミナー等を企画したほか、震災
復興に向けた取組みの一環として、県内への投資促進を目
的とした産業復興セミナーも開催いたしました。

●商工会議所等との提携
　当行では、地域金融機関として地元取引先企業に対する
経営相談・支援を強化するため、宮城県内の商工会議所お
よび宮城県商工会連合会との提携を行っております。提携
商工会議所等の会員は、特定の融資商品を優遇金利でご利
用いただくことができます。　

産学官連携への取組み
●東北大学ラボツアー
　平成25年2月、当行と国立大学法人東北大学との「連携
協力に関する協定」に基づき、取引先企業の技術力向上お
よび若手エンジニアの育成支援を目的に大学の研究室を
訪問する「七十七銀行・東北大学震災復興共同企画『東北大
学ラボツアー』」を開催しました。このセミナーは2日間の開
催で延べ43名の方々に参加いただきましたが、各参加者は
自社における技術的課題の解決や新製品の開発に向け、東
北大学で行われてい
る最先端の研究内容
について説明を受け
ました。

宮城県商工会連合会
石巻商工会議所
塩釜商工会議所
古川商工会議所

気仙沼商工会議所
福島商工会議所
いわき商工会議所
郡山商工会議所

原町商工会議所
相馬商工会議所
盛岡商工会議所
四倉商工会

商工会議所等との提携実績

７７ビジネスローン
<フォワード３０>
<アクティブ１０>
<アクティブ３０>

811件/
6,687百万円

提携時期 提携金融機関（本店所在国）
平成23年4月

平成24年11月

平成25年6月

平成25年2月

バンコック銀行（タイ）

バンクネガラインドネシア（インドネシア）

インドステイト銀行（インド）

メトロポリタン銀行（フィリピン）

　当行では、アジアビジネス支援室や上海駐在員事務所、
アジア地域への派遣行員による人的ネットワークなどを活
用し、海外ビジネスに関する情報提供や現地でのサポート、
海外でのマッチング機会の提供など、お取引先のアジアを
中心とした国際化ニーズにきめ細かに対応しています。

（海外での商談会開催実績はP38ご参照）
海外ネットワークの拡充
●外部機関等との連携強化
　当行では、お客さまの海外ビジネス支援体制を強化する
ため、外部機関等との連携を進めております。
　これまで、宮城県や東北経済連合会などと海外ビジネス
支援に関する協定を結んだほか、海外ビジネスに関するノ
ウハウを持つ物流会社や
警備会社と協定を締結し
ております。また、下表の
とおり、海外の金融機関と
の業務提携を進めており
ます。

　当行では、宮城県の産業振興と経済発展への貢献を目的
として、平成10年4月に七十七ビジネス振興財団を設立し
ております。
企業への応援・起業家への支援
　当財団では、評価の高
い商品・サービス、優れた
技術力・経営手法をお持
ち の 企 業を対 象とした

「七十七ビジネス大賞」と、
新規性、独創性のある技
術やノウハウ等により積極的な事業展開を行っている企業
等、および新規事業活動を志している起業家を対象とした

「七十七ニュービジネス助成金」の表彰事業（年1回、11月）
を行っております。

講演会・セミナーの開催
　学識経験者や各界著名人を講師にお招きし、地域の産業
振興および企業経営に関するテーマで講演会を定期的に
開催しております。
　平成25年4月には、株式会社ヴィジョナリー・ジャパン 代
表取締役 鎌田 洋氏をお招きし、「ディズニーリゾートに学
ぶ人づくり～企業価値を
高めるＣＳ向上のヒント～」
をテーマに講演会を開催
し、約260名のお客さまに
参加いただきました。　

ビジネス情報誌の発行
　当財団が表彰・助成した企業等を
紹介する企業インタビュー、企業経
営・起業にあたり必要となる各種情
報、宮城県内の各界有識者の方々に
よる随筆等を中心に構成した情報誌

「七十七ビジネス情報」を年4回発行
しております。

●アジア地域における人的ネットワークの拡充
　当行では、アジアを中心に海外機関等へ行員を派遣し、海
外での人的ネットワークの拡充に努めています。
　上海駐在員事務所への駐在員派遣（2名）に加え、これま
で、中国、シンガポールなどに行員を派遣しており、平成24
年9月からは、協力協定締結先であるバンコック銀行（タイ）
への行員派遣を開始いたしました。
海外ビジネス関連情報の提供
●海外ビジネス関連セミナーの開催
　当行では、セミナーの開催等を通じた海外ビジネス関連情報
の提供に努めており、平成２４年度は各種セミナーを合計１５回
開催し、延べ約1,000名のお客さまに参加いただきました。
●専門家による海外ビジネスに関する個別相談会の開催
　お取引先の海外進出や海外投資、貿易取引等多様化する
海外ビジネスのニーズに対応するため、平成23年11月よ
り、海外ビジネスに精通した専門家による個別相談会を当
行本店にて毎月開催しております。
　平成24年度は11社のお取引先にご利用いただき、現地法
人設立や資金調達等に関するご相談に対応いたしました。

アジアビジネス支援 公益財団法人七十七ビジネス振興財団

第15回七十七ビジネス大賞受賞企業
● 小泉商事株式会社　　　　　　　　（大崎市）
● 株式会社髙政　　　　　　　　　　（女川町）
● 株式会社橋本店　　　　　　　　　（仙台市）
● みやぎ生活協同組合　　　　　　　（仙台市）

第15回七十七ニュービジネス助成金受賞企業
● クリノ株式会社　　　　　　　　　 （仙台市）
● 一般財団法人蔵王酪農センター　　（蔵王町）
● 株式会社さんいちファーム　　　　 （名取市）

バンクネガラインドネシアとの提携式の様子

海外進出および海外ビジネス支援実績（平成２4年度）
支援取組先数  168先

地域と共に
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提携融資商品

提携先（平成25年7月1日現在）

取扱実績（平成25年3月末）

ものづくり産業集積への対応・産学官連携への取組み

宮城県へのものづくり産業集積への対応
　仙台市北部から岩手県南部は、自動車や高度電子機械産
業などのものづくり産業の集積が進行しており、今後、宮城
県と岩手県の経済交流の進展が期待されております。
　平成24年7月には、トヨタグループ3社の経営統合に
より、トヨタ自動車東日本㈱が設立しました。平成24年
12月には、東北初となるエンジン工場が完成し、トヨタ小
型ハイブリッド車用のエンジンの生産が開始されており、
今後、自動車関連企業の進出が加速することが見込まれ
ております。
　また、東京エレクトロン宮城㈱および半導体関連企業の
進出等により、技術開発拠点の形成と産業の集積が図られ
ています。
　こうした状況下、宮城県および県内の市町村は、震災の復
興特区制度を活用して、自動車関連産業、高度電子機械産
業など、ものづくり産業の集積を図るべく、「民間投資促進
特区」を申請し、復興庁の認定を受けております。また、宮城
県内の市町村において、企業の新規立地や被災者の雇用促
進のため、農業や観光関連産業等の「民間投資促進特区」を
個別に申請し、復興庁の認定を受けております。
　当行では、ものづくり産業に関連するお客さまの支援強
化を図るとともに、関連する起業・新事業に向けた地域の皆
さまの取組みを支援するため、体制を強化しております。仙
台市北部のものづくり企業集積地域に隣接する吉岡支店に
本部渉外人員を2名配置するとともに、平成24年6月には、
岩手県北上市に北上支店を新設いたしました。
　今後も、本部・営業店が連携し、ものづくり産業および
関連企業との総合取引の推進に取り組んでまいります。

●地域イノベーション戦略支援プログラムへの取組み
　平成２４年４月、被災地域の復興を支える技術革新を促進
するため、東北大学を中心に、当行や地域の産学官の各機
関が連携し、復興庁・文部科学省の支援事業「地域イノベー
ション戦略支援プログラム」に申請し、同年６月に認定され
ました。
　同事業は、「自動車」、「医療」の２つのテーマについて、宮
城県発の次世代自動車および医療機器の開発等を目指し、
大学における機器の共用化、人材育成などソフト面を支援
するものです。
　当行は、技術・アイデア面に優位性を有する創業・新事業
進出企業に対し、宮城県における関連融資制度を活用した
積極的な資金供給のほか、中小企業基盤整備機構、東北大
学および東北イノベーションキャピタル等外部支援機関へ
の紹介を通じたハンズオン支援や、ビジネスマッチング情
報の提供による販路拡大支援など、投融資以外の面からも
支援を行っております。

●宮城県、三井住友銀行との産業振興に関する協力協定
　宮城県内企業と県外企業の取引促進やものづくり産業
の集積に向けた連携を強化することで、宮城県における産
業経済の成長を促進し、地域全体の活性化を図る観点から
宮城県、三井住友銀行と「産業振興に関する協力協定」を締
結しております。　　
　協定に基づく事業として、これまで自動車関連産業参入
や海外ビジネスに関するセミナー等を企画したほか、震災
復興に向けた取組みの一環として、県内への投資促進を目
的とした産業復興セミナーも開催いたしました。

●商工会議所等との提携
　当行では、地域金融機関として地元取引先企業に対する
経営相談・支援を強化するため、宮城県内の商工会議所お
よび宮城県商工会連合会との提携を行っております。提携
商工会議所等の会員は、特定の融資商品を優遇金利でご利
用いただくことができます。　

産学官連携への取組み
●東北大学ラボツアー
　平成25年2月、当行と国立大学法人東北大学との「連携
協力に関する協定」に基づき、取引先企業の技術力向上お
よび若手エンジニアの育成支援を目的に大学の研究室を
訪問する「七十七銀行・東北大学震災復興共同企画『東北大
学ラボツアー』」を開催しました。このセミナーは2日間の開
催で延べ43名の方々に参加いただきましたが、各参加者は
自社における技術的課題の解決や新製品の開発に向け、東
北大学で行われてい
る最先端の研究内容
について説明を受け
ました。

宮城県商工会連合会
石巻商工会議所
塩釜商工会議所
古川商工会議所

気仙沼商工会議所
福島商工会議所
いわき商工会議所
郡山商工会議所

原町商工会議所
相馬商工会議所
盛岡商工会議所
四倉商工会

商工会議所等との提携実績

７７ビジネスローン
<フォワード３０>
<アクティブ１０>
<アクティブ３０>

811件/
6,687百万円

提携時期 提携金融機関（本店所在国）
平成23年4月

平成24年11月

平成25年6月

平成25年2月

バンコック銀行（タイ）

バンクネガラインドネシア（インドネシア）

インドステイト銀行（インド）

メトロポリタン銀行（フィリピン）

　当行では、アジアビジネス支援室や上海駐在員事務所、
アジア地域への派遣行員による人的ネットワークなどを活
用し、海外ビジネスに関する情報提供や現地でのサポート、
海外でのマッチング機会の提供など、お取引先のアジアを
中心とした国際化ニーズにきめ細かに対応しています。

（海外での商談会開催実績はP38ご参照）
海外ネットワークの拡充
●外部機関等との連携強化
　当行では、お客さまの海外ビジネス支援体制を強化する
ため、外部機関等との連携を進めております。
　これまで、宮城県や東北経済連合会などと海外ビジネス
支援に関する協定を結んだほか、海外ビジネスに関するノ
ウハウを持つ物流会社や
警備会社と協定を締結し
ております。また、下表の
とおり、海外の金融機関と
の業務提携を進めており
ます。

　当行では、宮城県の産業振興と経済発展への貢献を目的
として、平成10年4月に七十七ビジネス振興財団を設立し
ております。
企業への応援・起業家への支援
　当財団では、評価の高
い商品・サービス、優れた
技術力・経営手法をお持
ち の 企 業を対 象とした

「七十七ビジネス大賞」と、
新規性、独創性のある技
術やノウハウ等により積極的な事業展開を行っている企業
等、および新規事業活動を志している起業家を対象とした

「七十七ニュービジネス助成金」の表彰事業（年1回、11月）
を行っております。

講演会・セミナーの開催
　学識経験者や各界著名人を講師にお招きし、地域の産業
振興および企業経営に関するテーマで講演会を定期的に
開催しております。
　平成25年4月には、株式会社ヴィジョナリー・ジャパン 代
表取締役 鎌田 洋氏をお招きし、「ディズニーリゾートに学
ぶ人づくり～企業価値を
高めるＣＳ向上のヒント～」
をテーマに講演会を開催
し、約260名のお客さまに
参加いただきました。　

ビジネス情報誌の発行
　当財団が表彰・助成した企業等を
紹介する企業インタビュー、企業経
営・起業にあたり必要となる各種情
報、宮城県内の各界有識者の方々に
よる随筆等を中心に構成した情報誌

「七十七ビジネス情報」を年4回発行
しております。

●アジア地域における人的ネットワークの拡充
　当行では、アジアを中心に海外機関等へ行員を派遣し、海
外での人的ネットワークの拡充に努めています。
　上海駐在員事務所への駐在員派遣（2名）に加え、これま
で、中国、シンガポールなどに行員を派遣しており、平成24
年9月からは、協力協定締結先であるバンコック銀行（タイ）
への行員派遣を開始いたしました。
海外ビジネス関連情報の提供
●海外ビジネス関連セミナーの開催
　当行では、セミナーの開催等を通じた海外ビジネス関連情報
の提供に努めており、平成２４年度は各種セミナーを合計１５回
開催し、延べ約1,000名のお客さまに参加いただきました。
●専門家による海外ビジネスに関する個別相談会の開催
　お取引先の海外進出や海外投資、貿易取引等多様化する
海外ビジネスのニーズに対応するため、平成23年11月よ
り、海外ビジネスに精通した専門家による個別相談会を当
行本店にて毎月開催しております。
　平成24年度は11社のお取引先にご利用いただき、現地法
人設立や資金調達等に関するご相談に対応いたしました。

アジアビジネス支援 公益財団法人七十七ビジネス振興財団

第15回七十七ビジネス大賞受賞企業
● 小泉商事株式会社　　　　　　　　（大崎市）
● 株式会社髙政　　　　　　　　　　（女川町）
● 株式会社橋本店　　　　　　　　　（仙台市）
● みやぎ生活協同組合　　　　　　　（仙台市）

第15回七十七ニュービジネス助成金受賞企業
● クリノ株式会社　　　　　　　　　 （仙台市）
● 一般財団法人蔵王酪農センター　　（蔵王町）
● 株式会社さんいちファーム　　　　 （名取市）

バンクネガラインドネシアとの提携式の様子

海外進出および海外ビジネス支援実績（平成２4年度）
支援取組先数  168先
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当行行員講師による講演会・研修会等の実績（平成24年度）

平成24年4月

5月

6月

7月

8月

9月

宮城県内沿岸市町の復興に向けた動き

宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画の概要

津波被災地域の最近の動向

農林水産業関連の震災復興計画および最近の動向

県内企業における震災からの復旧・復興に関する調査結果

震災後の県内観光動向

公表時期 調査内容

名称 開催回数
（うち休日開催） 参加人数累計

資産運用セミナー

投資信託セミナー

投資環境セミナー

年金講演会・相談会

37回（14回）

6回

29回

1回

460名

576名

416名

62名

資産運用セミナー等の開催状況（平成２４年度）

8月

10月

11月

12月

平成25年1月

夏季講演会「日本経済の展望～震災復興を日本再生
の起爆剤に～」（約200名）

再生可能エネルギーセミナー（約170名）

企業リスクマネジメントセミナー（約70名）

事業承継セミナー（約80名）

Ｍ＆Ａセミナー（約60名）

６次産業経営力向上セミナー（約100名）

春季講演会「日本『再創造』～宮城・東北の復興に
向けた展望と課題～」（約420名）

でんさい実践セミナー（４カ所累計約300名）

医療・介護セミナー（約120名）

開催時期 セミナー・講演会名（参加者数）

平成24年7月

2月

3月

2、3月

復興支援にかかるセミナー・講演会の開催
　震災からの早期復興に向け、当行は復興支援にかかる
各種セミナー・講演会を開催し、情報提供等に努めており
ます。

各種調査結果の公表
●県内企業動向調査（平成24年度：1、4、7、10月の4回公表）
　宮城県内約780社の企業を対象に、県内の景況感等の
把握を目的としたアンケート調査を実施し、分析結果を公
表いたしております。
●調査月報（毎月発行）
　当行では、宮城県の経済や産業の動きなどをとりまとめ
た情報誌「調査月報」を発行しております。調査月報では、震
災に関する各種調査結果についても公表しております。

●調査月報震災特集号の発行
　平成25年2月、震災に関する記録
の保存および今後の復興に資する情
報提供を図るため、調査月報の特集
号として「東日本大震災後の宮城県
の経済情勢と復興状況について～沿
岸地域における産業の再生・発展の
ポイント～」を発行いたしました。本
特集号では、震災による宮城県内の
被害状況や復旧・復興状況、震災後の県内経済の推移等をま
とめるとともに、被害が甚大であった沿岸地域の産業が再
生・発展していくためのポイントについても記載しています。

地域への情報提供等 

地元企業の研修会等のサポート
　当行では、地域の皆さまの企業経営・社員教育に貢献する
ため、各種セミナーや研修会を開催するとともに、お取引先
の希望するテーマや研修等への講師派遣を行っております。

資産運用セミナー等の開催
　お客さまに金融資産の運用に関する情報を提供するた
め、当行のマネーアドバイザーや外部講師による資産運用
セミナーや投資信託セミナーなどを開催しております。各
種セミナーは、宮城県内各地で休日も含め開催しており、多
くのお客さまに参加いただいております。

地域振興部長等による講演会

新入社員研修会

接遇応対研修会

お取引先主催のセミナーでの講演

お取引先企業等に地域振興部長・部員を派遣し、23先延べ約1,700
名の方に対し、震災後の宮城県の経済情勢と今後の見通しなどにつ
いて、講演を行いました。

取引先企業等8先に対してソリューション営業課員を講師として派遣
し、挨拶・電話応対の基本等の研修会を行いました。

平成24年4月、ソリューション
営業課員が講師となり、宮城
県内各地でお取引先企業
117社を対象に開催いたしま
した。参加人数は約500名
で、社会人として必要な挨拶・
電話応対等を中心に研修を
行いました。

平成24年6月、お取引先が主催するセミナーでソリューション営業課
員が講演を行ないました。八戸、盛岡、仙台、郡山の4会場で合計約
150名に参加いただき、アパート経営に関する事業計画の策定や資
金調達にかかるポイントのほか、不動産保有管理会社の活用方法や
各種節税対策等について説明を行いました。

主なセミナー・講演会開催実績（平成２４年度）

震災に関する各種調査内容

地域と共に

－43－－43－

010_0253585682507.indd   43 2013/07/19   16:37:08


