
　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、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～

　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り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り組んでおります。
　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。
　また、平成２５年１２月に、経営者保証に関するガイドライン研究会（事務局：全国銀行協会および日本商工会議所）より、「経営者
保証に関するガイドライン」が公表されました。当行では、本ガイドラインに則り、お取引先の経営状況等を踏まえ、経営者保証に
依存しないお借入れの一層の促進を図るとともに、お客さまと保証契約を締結する場合や保証人であるお客さまが保証債務の
整理を申し立てられた場合等において、誠実に対応してまいります。　　　

金融円滑化推進にかかる行内体制の概要
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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。

１１．経営者保証に関するガイドラインへの適切な対応
　　経営者保証に関するガイドライン（注）の趣旨を踏まえ、経営者等の個人保証に依存しないお借入れの一層の促進を図
　るとともに、保証契約の締結、保証契約の見直しならびに保証債務の整理について、適切な対応を行います。
　注．経営者等による個人保証に関する合理的な保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行う
　ための準則であり、平成２５年１２月５日に経営者保証に関するガイドライン研究会（全国銀行協会と日本商工会議所が共同事務局）より公表されています。

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

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〉

地域と共に
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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。

１１．経営者保証に関するガイドラインへの適切な対応
　　経営者保証に関するガイドライン（注）の趣旨を踏まえ、経営者等の個人保証に依存しないお借入れの一層の促進を図
　るとともに、保証契約の締結、保証契約の見直しならびに保証債務の整理について、適切な対応を行います。
　注．経営者等による個人保証に関する合理的な保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行う
　ための準則であり、平成２５年１２月５日に経営者保証に関するガイドライン研究会（全国銀行協会と日本商工会議所が共同事務局）より公表されています。

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

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26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

個人ローン ご返済相談窓口

平　日
各ローンセンターのフリーダイヤル（注3）

午前9時～午後4時30分
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 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 a0120-3760-77 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

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 フリーダイヤル

a0120-06-4377
a0120-52-4377

a0120-87-4377
a0120-89-4377

本　店
長　町

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
　２．出張所：ＪＲ仙台出張所、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．泉中央支店、将監支店、泉パークタウン支店、高森支店をご利用のお客さまは「泉支店」にて、長町南支店、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
　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。

●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

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、平成２３年４月よ
り「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」を全店に設置しております。また、休日相談窓口やフリーダイヤル等についても、
平成２６年３月末までとしていた設置期間を、平成２６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、ご返済額の軽減等を含めた貸出条件変更に柔軟に対応させていただいております。
　事業者のお客さまにつきましては、復旧・復興の見通し等について十分な協議を行ったうえで貸出条件変更に対応いたしてお
ります。また、個人のお客さまにつきましても、貸出条件変更のほか、個人版私的整理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１，６０１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２６年３月末現在）

※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26年3月末迄の契約締結実績）

・事業者　　　　1,806先 / 1,452億円（うち平成25年度 250先 / 163億円）
・住宅ローン他　1,534先 / 199億円　（うち平成25年度 206先 /  16億円）

企業支援室の体制強化
　当行では、審査部に企業支援室を設置し、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進め
ております。震災後は、企業支援室の人員を震災前の５名か
ら１３名（平成２６年３月末現在）へ増員するなど、事業再生支
援と経営改善支援への取組みを強化しております。
　また、二重債務問題を抱えたお取引先に対する債権買取
機関の活用提案や、経営改善計画の策定支援等を行うため、
高度な事業再生のノウハウを有する外部専門機関と顧問契
約を締結し、平成２５年４月より、３名の外部専門家が審査部
へ常駐いたしました。平成２６年３月末現在、常駐する専門家
を６名に増員し、更なる体制強化を図っております。
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」を行っているほか、震災後は出張審査専門の担
当者を増員するとともに、津波により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、出張審査の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・駐在型審査を実施してまいります。

「経営革新等支援機関」としてのお取引先支援
　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」に認定されております。当行は、この認定により、中小
企業基盤整備機構に対して、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に実務経験のある専門家
を、お取引先に派遣するよう依頼を行うことが可能となった
ことから、外部専門家等の知見を活用するなど、より専門性
の高い支援を実施してまいります。
　また、認定機関として、信用保証協会の保証制度である
「経営力強化保証制度」や、「宮城県中小企業経営安定資金
『経営力強化サポート資金』」、「仙台市中小企業育成資金
『経済変動対策資金・経営力強化関連口』」などの制度の取
扱いを開始しております。

住宅融資部の新設
　今後、本格化が予想される防災集団移転促進事業などに
あわせ、震災で被災されたお客さまを中心とした住宅の新
築や建て替えなどのさまざまなニーズにスピーディーに対
応し、復興・再生を後押しするため、平成２６年３月に住宅融
資部を新設いたしました。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

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、お客さまとのリレー
ションの強化により、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、金融仲介機能の更なる発揮に努
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。

●地域開発部による地域の復興支援
　地域開発部では、お客さまが各種補助金の申請を行う際
のサポートや、地域の復興計画等に関する情報提供等を
行っております。
　また、被災地の自治体において、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が多数設置されており、
これらへの積極的な参加を通じ、情報の収集に努めております。

自治体等との復興支援にかかるコンタクト件数（平成26年3月末までの累計）
延べ1,357件

●アジアビジネス支援室による海外ビジネス支援
　当行では、平成２３年３月に設置したアジアビジネス支援室が
中心となり、海外に派遣している当行行員や外部提携機関等と
連携のうえ、お取引先の海外進出や海外への販路開拓、各種貿
易取引等の海外ビジネスについて支援を行っております。

海外ビジネス支援件数（平成２５年度）
503件

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮
●法人渉外コンシェルによる各種ソリューションの提供
　当行では、震災からの復興や発展に向けた取組みを強化す
るため、取引先の各種ニーズに対し営業店と連携して支援を
行う「法人渉外コンシェル」を営業渉外部に配置しております。
　法人渉外コンシェルは、ビジネスマッチングやＭ＆Ａ、事
業承継等、さまざまなニーズにお応えするなど、お客さまの
立場に立ったソリューションの提案を行っております。

各種ソリューションの提案件数（平成２６年３月末までの累計）
延べ9,119件

出張審査訪問店数（震災以降～平成２6年３月末）
延べ2,664ヵ店

駐在型審査実施日数（震災以降～平成２6年３月末）
延べ181日

地域と共に

－31－ －32－－31－ －32－

010_0253585682607.indd   31 2014/07/23   10:36:39



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26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

個人ローン ご返済相談窓口

平　日
各ローンセンターのフリーダイヤル（注3）

午前9時～午後4時30分
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 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 a0120-3760-77 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

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 フリーダイヤル

a0120-06-4377
a0120-52-4377
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●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
　２．出張所：ＪＲ仙台出張所、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．泉中央支店、将監支店、泉パークタウン支店、高森支店をご利用のお客さまは「泉支店」にて、長町南支店、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
　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。

●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

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、平成２３年４月よ
り「震災復興・金融円滑化『融資ご相談窓口』」を全店に設置しております。また、休日相談窓口やフリーダイヤル等についても、
平成２６年３月末までとしていた設置期間を、平成２６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、ご返済額の軽減等を含めた貸出条件変更に柔軟に対応させていただいております。
　事業者のお客さまにつきましては、復旧・復興の見通し等について十分な協議を行ったうえで貸出条件変更に対応いたしてお
ります。また、個人のお客さまにつきましても、貸出条件変更のほか、個人版私的整理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１，６０１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２６年３月末現在）

※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26年3月末迄の契約締結実績）

・事業者　　　　1,806先 / 1,452億円（うち平成25年度 250先 / 163億円）
・住宅ローン他　1,534先 / 199億円　（うち平成25年度 206先 /  16億円）

企業支援室の体制強化
　当行では、審査部に企業支援室を設置し、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進め
ております。震災後は、企業支援室の人員を震災前の５名か
ら１３名（平成２６年３月末現在）へ増員するなど、事業再生支
援と経営改善支援への取組みを強化しております。
　また、二重債務問題を抱えたお取引先に対する債権買取
機関の活用提案や、経営改善計画の策定支援等を行うため、
高度な事業再生のノウハウを有する外部専門機関と顧問契
約を締結し、平成２５年４月より、３名の外部専門家が審査部
へ常駐いたしました。平成２６年３月末現在、常駐する専門家
を６名に増員し、更なる体制強化を図っております。
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」を行っているほか、震災後は出張審査専門の担
当者を増員するとともに、津波により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、出張審査の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・駐在型審査を実施してまいります。

「経営革新等支援機関」としてのお取引先支援
　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」に認定されております。当行は、この認定により、中小
企業基盤整備機構に対して、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に実務経験のある専門家
を、お取引先に派遣するよう依頼を行うことが可能となった
ことから、外部専門家等の知見を活用するなど、より専門性
の高い支援を実施してまいります。
　また、認定機関として、信用保証協会の保証制度である
「経営力強化保証制度」や、「宮城県中小企業経営安定資金
『経営力強化サポート資金』」、「仙台市中小企業育成資金
『経済変動対策資金・経営力強化関連口』」などの制度の取
扱いを開始しております。

住宅融資部の新設
　今後、本格化が予想される防災集団移転促進事業などに
あわせ、震災で被災されたお客さまを中心とした住宅の新
築や建て替えなどのさまざまなニーズにスピーディーに対
応し、復興・再生を後押しするため、平成２６年３月に住宅融
資部を新設いたしました。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

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、お客さまとのリレー
ションの強化により、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、金融仲介機能の更なる発揮に努
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。

●地域開発部による地域の復興支援
　地域開発部では、お客さまが各種補助金の申請を行う際
のサポートや、地域の復興計画等に関する情報提供等を
行っております。
　また、被災地の自治体において、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が多数設置されており、
これらへの積極的な参加を通じ、情報の収集に努めております。

自治体等との復興支援にかかるコンタクト件数（平成26年3月末までの累計）
延べ1,357件

●アジアビジネス支援室による海外ビジネス支援
　当行では、平成２３年３月に設置したアジアビジネス支援室が
中心となり、海外に派遣している当行行員や外部提携機関等と
連携のうえ、お取引先の海外進出や海外への販路開拓、各種貿
易取引等の海外ビジネスについて支援を行っております。

海外ビジネス支援件数（平成２５年度）
503件

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮
●法人渉外コンシェルによる各種ソリューションの提供
　当行では、震災からの復興や発展に向けた取組みを強化す
るため、取引先の各種ニーズに対し営業店と連携して支援を
行う「法人渉外コンシェル」を営業渉外部に配置しております。
　法人渉外コンシェルは、ビジネスマッチングやＭ＆Ａ、事
業承継等、さまざまなニーズにお応えするなど、お客さまの
立場に立ったソリューションの提案を行っております。

各種ソリューションの提案件数（平成２６年３月末までの累計）
延べ9,119件

出張審査訪問店数（震災以降～平成２6年３月末）
延べ2,664ヵ店

駐在型審査実施日数（震災以降～平成２6年３月末）
延べ181日

地域と共に
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復旧・復興資金への対応実績　累計 16,638件／4,124億円（震災後～平成２6年３月末）
個人向け貸出
　

件数
金額

無担保 住宅ローン 合計
3,222件
57億円

 6,721件
1,326億円

9,943件
1,383億円

［内訳］ 事業者向け貸出
　

件数
金額

運転資金 設備資金 合計
5,046件

1,910億円
1,649件
831億円

6,695件
2,741億円

震災関連貸出の状況
●事業者向け貸出の状況
　当行では、お取引先の震災からの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
対し、円滑な資金供給に努めております。
　震災に係わる事業性貸出金については、復興にかかる設
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
迅速に対応いたしております。
●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お客さまの生
活再建に向けた取組みを支援するため、返済期間の長期
化、金利の引下げ等、既存のローン商品よりもお借入の条
件を緩和した「七十七東日本大震災復興支援ローン」の取
扱いを行っております。
　また、防災集団移転促進事業に伴い、この事業において
借地上に建物を新築する場合、建物のみに担保設定を行
う専用住宅ローン「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月より開始しており
ます。なお、防災集団移転促進事業により住宅の再建を行
う際に、自治体による土地の買取代金を住宅ローンのご返
済に全額充当された場合でも完済に至らない場合に、既
存の住宅ローン残金と住宅の再建に必要となる建築資金
などを合わせて一つの住宅ローンとしてご利用いただく
ことができるよう、商品内容の拡充を平成２５年１１月に
行っております。

震災からの復旧・復興資金への対応

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等の活用
　震災により被災された中小企業等グループの施設・設備
の復旧・整備に対する支援として、国と宮城県が補助を行う
「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」が実施さ
れております。当行は、補助金申請のサポート等のほか、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（投資額の４分の１）にあたる資金需要
に対しても積極的にお応えしております。
　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
活用し、復興に取り組むお客さまに対しても、つなぎ資金の
需要にお応えするなど積極的に対応しております。

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。

信用保証協会保証付制度融資
　信用保証協会保証付貸出については、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ご提案しており
ます。
　また、震災で被災したお取引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、平成２４
年１２月より、ご融資限度額３億円のうち、最大６０％まで宮
城県信用保証協会の保証付貸出をご利用いただける「提携
スクラム保証」の取扱いを開始するなど、宮城県信用保証
協会との連携を強化しております。

信用保証協会保証付制度融資取扱実績（震災関連）
（平成26年3月末)

4,958件/1,074億円（うち平成25年度 430件/78億円） 

｢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26年3月末)

つなぎ資金実績　   563件/427億円
自己資金部分実績　123件/105億円 

災害復興住宅融資
　当行では、被災された方の住宅再建を支援するため、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。

災害復興住宅融資取扱実績
4,692件/836億円（うち平成25年度 1,076件/218億円）

※住宅金融支援機構受理ベース（平成２６年6月３０日現在）
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経営改善支援の取組み先数

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25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
て分析し、支援先を抽出したうえで、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など、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」として抽出したうえで、お取引先との十分な協議によ
る経営改善計画の策定や、審査部企業支援室および外部専
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、経営改善支援先として抽出したお取引先の中
から「事業再生支援先」を選定し、再生支援などに直接関与
しております。
　平成25年度は、前年度に引続き沿岸部を中心に特に再
生支援策の立案・実行に取り組む必要がある90先を「事業
再生支援先」として選定し、再生支援に取り組んだ結果、53
先のお取引先の業況等が改善いたしました。

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ます。当行では、平
成26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、外部専門家との連携をより一層強化しており、
公的支援機関を含む計31先の外部専門家等と連携のう
え、被災したお取引先を中心とした案件の高度化・多様化に
対応しております。また、高度な事業再生のノウハウを有す
る外部専門家が審査部に駐在し（平成26年3月末現在6
名）、行員と協働でお取引先の支援にあたっております。

●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
業再生支援協議会へ人材派遣等を行うなど連携の強化を
図っておりましたが、震災後についても被災された企業の
再生に向けた支援について同協議会を活用しております。
　平成25年4月には、中小企業再生支援協議会全国本部か
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するなど、各種研修会等において、中
小企業再生支援協議会の活用を推進しております。
　このような取組みの結果、震災後、平成26年3月末まで
に、41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等を行っております。
　また、同協議会の活用に加え、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）も活用し、
被災地の復興を積極的に支援しております。

●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、経営改善
計画や貸出条件変更対応への合意等に関して、宮城県信用
保証協会および他の金融機関との連携・調整を行っており
ます。
　震災後、平成26年3月末迄に、83先のお取引先につい
て、これらの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26年3月末迄)

160件（うち平成25年度 115件）

（単位：先、億円）

地域と共に
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復旧・復興資金への対応実績　累計 16,638件／4,124億円（震災後～平成２6年３月末）
個人向け貸出
　

件数
金額

無担保 住宅ローン 合計
3,222件
57億円

 6,721件
1,326億円

9,943件
1,383億円

［内訳］ 事業者向け貸出
　

件数
金額

運転資金 設備資金 合計
5,046件

1,910億円
1,649件
831億円

6,695件
2,741億円

震災関連貸出の状況
●事業者向け貸出の状況
　当行では、お取引先の震災からの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
対し、円滑な資金供給に努めております。
　震災に係わる事業性貸出金については、復興にかかる設
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
迅速に対応いたしております。
●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お客さまの生
活再建に向けた取組みを支援するため、返済期間の長期
化、金利の引下げ等、既存のローン商品よりもお借入の条
件を緩和した「七十七東日本大震災復興支援ローン」の取
扱いを行っております。
　また、防災集団移転促進事業に伴い、この事業において
借地上に建物を新築する場合、建物のみに担保設定を行
う専用住宅ローン「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月より開始しており
ます。なお、防災集団移転促進事業により住宅の再建を行
う際に、自治体による土地の買取代金を住宅ローンのご返
済に全額充当された場合でも完済に至らない場合に、既
存の住宅ローン残金と住宅の再建に必要となる建築資金
などを合わせて一つの住宅ローンとしてご利用いただく
ことができるよう、商品内容の拡充を平成２５年１１月に
行っております。

震災からの復旧・復興資金への対応

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等の活用
　震災により被災された中小企業等グループの施設・設備
の復旧・整備に対する支援として、国と宮城県が補助を行う
「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」が実施さ
れております。当行は、補助金申請のサポート等のほか、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（投資額の４分の１）にあたる資金需要
に対しても積極的にお応えしております。
　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
活用し、復興に取り組むお客さまに対しても、つなぎ資金の
需要にお応えするなど積極的に対応しております。

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。

信用保証協会保証付制度融資
　信用保証協会保証付貸出については、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ご提案しており
ます。
　また、震災で被災したお取引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、平成２４
年１２月より、ご融資限度額３億円のうち、最大６０％まで宮
城県信用保証協会の保証付貸出をご利用いただける「提携
スクラム保証」の取扱いを開始するなど、宮城県信用保証
協会との連携を強化しております。

信用保証協会保証付制度融資取扱実績（震災関連）
（平成26年3月末)

4,958件/1,074億円（うち平成25年度 430件/78億円） 

｢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26年3月末)

つなぎ資金実績　   563件/427億円
自己資金部分実績　123件/105億円 

災害復興住宅融資
　当行では、被災された方の住宅再建を支援するため、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。

災害復興住宅融資取扱実績
4,692件/836億円（うち平成25年度 1,076件/218億円）

※住宅金融支援機構受理ベース（平成２６年6月３０日現在）

4,289

17

44

72

399

532

2,769

35

48

38

211

332

経営改善支援の取組み先数

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25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
て分析し、支援先を抽出したうえで、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など、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」として抽出したうえで、お取引先との十分な協議によ
る経営改善計画の策定や、審査部企業支援室および外部専
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、経営改善支援先として抽出したお取引先の中
から「事業再生支援先」を選定し、再生支援などに直接関与
しております。
　平成25年度は、前年度に引続き沿岸部を中心に特に再
生支援策の立案・実行に取り組む必要がある90先を「事業
再生支援先」として選定し、再生支援に取り組んだ結果、53
先のお取引先の業況等が改善いたしました。

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ます。当行では、平
成26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、外部専門家との連携をより一層強化しており、
公的支援機関を含む計31先の外部専門家等と連携のう
え、被災したお取引先を中心とした案件の高度化・多様化に
対応しております。また、高度な事業再生のノウハウを有す
る外部専門家が審査部に駐在し（平成26年3月末現在6
名）、行員と協働でお取引先の支援にあたっております。

●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
業再生支援協議会へ人材派遣等を行うなど連携の強化を
図っておりましたが、震災後についても被災された企業の
再生に向けた支援について同協議会を活用しております。
　平成25年4月には、中小企業再生支援協議会全国本部か
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するなど、各種研修会等において、中
小企業再生支援協議会の活用を推進しております。
　このような取組みの結果、震災後、平成26年3月末まで
に、41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等を行っております。
　また、同協議会の活用に加え、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）も活用し、
被災地の復興を積極的に支援しております。

●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、経営改善
計画や貸出条件変更対応への合意等に関して、宮城県信用
保証協会および他の金融機関との連携・調整を行っており
ます。
　震災後、平成26年3月末迄に、83先のお取引先につい
て、これらの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26年3月末迄)

160件（うち平成25年度 115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り本制度に
ついてご案内を行うとともに、東北財務局や仙台弁護士会
等と、「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」や、住宅関連セミナーおよび相談会を行う「住
まいまるごと応援フェア」を共催するなど、本制度の周知と
利用促進に積極的に努めております。
　また、営業店では、個人のお客さまからのローン返済に関
するご相談や、自治体による被災土地の買取りに伴う抵当
権解除のご相談を受付した場合などにおいて、本制度を説
明のうえ、利用の意向について確認を行うことを徹底して
おります。
　当行では、引続きお客さまへの本制度の周知に努めると
ともに、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、その状況に応じて本制度の利用促進と迅速な
対応に努めてまいります。
　なお、本制度を利用されたお客さまからの、新たな住宅
ローンに関するご相談にも積極的に対応しております。

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26年3月末）

相談受付　　　　　　473件（うち平成25年度 74件）
申出受付　　　　　　221件（うち平成25年度 97件）
弁済計画案受付　　　175件（うち平成25年度 97件）
弁済計画案同意件数　162件（うち平成25年度 99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に対応するた
め、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設立されております。
　当行は、被災されたお取引先の再生支援をより円滑に進める
ため、同機構と秘密保持契約を締結し、活用を進めております。
　また、当行では、小口与信先に対する同機構の活用にも
積極的に取り組んでおり、企業支援室の担当者が審査部常
駐の外部専門家とともに営業店を訪問し、事業再生を必要
とするお取引先を掘り起こす活動を行っております。

東日本大震災事業者再生支援機構支援決定先 （当行分）
109件（平成26年3月末）

産業復興機構支援決定先 （当行分）
56件（平成26年3月末）

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
　震災に伴う二重債務問題に対応するため、平成23年11
月に、震災の被害を受けた事業者等からの事業再生に向け
た相談業務を行う宮城県産業復興相談センターが設置さ
れ、平成23年12月には、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ました。
　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た被災地域の復興を図る観
点から、積極的な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
・宮城県沿岸部で建設業を営むＡ社は、津波により事務所、倉庫などが流

失する甚大な被害を受けました。Ａ社はグループ化補助金および当行か
らの設備融資を利用して事業の再建を進めましたが、震災前の借入が負
担となっており、いわゆる二重ローンが問題となっていました。

・当行では、企業支援室の担当者が審査部に常駐する外部専門家と帯同
して被災地の営業店を訪問し、事業再生を必要とするお取引先の掘り起
こし活動を行っておりますが、その中で、Ａ社の再生支援には震災前債権
の買取機能を有する、機構の活用が最も適当であると判断し、機構の活
用について提案しました。

・その後、機構の活用に向けて、本部・営業店の担当者と外部専門家が連
携して、Ａ社の事業計画の策定支援を行い、機構に支援を申請、支援決定
に至りました。当行は引続きＡ社の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。
　また、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」の資格取得を推奨してお
り、平成26年3月末現在18名の行員が同資格を取得してお
ります。
　このほか、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㈱
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
の評価掛目を引き上げして運用するなど、ＡＢＬの一層の推
進に向けた対応を行っております。
　ＡＢＬでは、在庫などの動産に加え、売掛債権や工事請負
代金債権等の電子記録債権も活用できることから、当行で
はお取引先に情報提供を行うとともに、その利用に取り組
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。
　加えて、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」の取扱いを行っております。

被災した水産加工業者に対するＡＢＬの活用
・Ｂ社は、三陸沿岸などで水揚げされた魚貝類を原材料に、業務用の寿司

ねたや刺身の加工・販売を行う水産加工業者です。
・震災では、本社工場などが大きな被害を受け、約半年間主力工場での生

産停止を余儀なくされましたが、代替生産等により、取引先への納入継
続に努めました。

・震災以降の積極的な営業展開・商品開発が功を奏し、全国展開する大手
寿司チェーンとの取引開始に至り、在庫仕入のための増加運転資金が必
要となりました。

・当行では、Ｂ社の棚卸資産を有効活用できるＡＢＬによる資金調達を提案
し、当行が在庫評価等に関して提携している外部評価会社と連携し、Ｂ社
の在庫に関するモニタリングや実査等によるデータ蓄積を進め、ＡＢＬに
よる増加運転資金を実行しました。

◎取組事例

７７復興私募債の受託・引受による資金ニーズへの対応
・Ｃ社は、業務用制服、作業着、医療用白衣など職場ユニフォームの販売会

社です。
・震災では、沿岸部の営業所が流失するなど大きな被害を受けましたが、

復興に取り組む取引先に対して、マスクや作業服、防寒着等の当社商品
を支援物資として無償提供するなど、地域の復旧・復興に向けて積極的
に取り組みました。

・当行は、Ｃ社と定期的なコンタクトを重ねるなか、従来からの販売に加え
てインターネット販売などの新たな販売チャネルを構築するための資金
ニーズを聴取したことから、震災からの復旧・復興に取り組む企業に対し
て引受手数料を優遇する「77復興私募債」の利用を提案し、50百万円の
受託・引受による資金供給を行いました。

・Ｃ社は、調達した資金を活用し、新たな販売チャネルを構築しております。

◎取組事例

ＡＢＬ実行実績（震災後～平成26年3月末迄）

65件/102億円（うち平成25年度 28件/39億円）

私募債引受実績（平成25年度）

11件/10億円（うち77復興私募債 8件/8億円）

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12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。

東日本大震災復興ファンドにおける投資の実行
・Ｄ社は、植物工場および水耕栽培装置の研究開発や製造販売を行うほ

か、農業法人としてレタスなどの水耕野菜の生産販売を行うベンチャー
企業です。

・Ｄ社は、東日本大震災からの復興支援に力を入れており、平成25年4月、
宮城県多賀城市のみやぎ復興パーク（産学官連携のもと整備された施
設）に当社自営の植物工場を稼働し、生産した野菜を地元スーパー等に
販売しております。また、同所において、世界最大規模となる完全LED型
植物工場の建設を進めており、地元の雇用増加など地域経済の活性化
につながるものとして期待されています。

・当行では、Ｄ社とのリレーションを強化するなか、Ｄ社の財務基盤強化と成
長資金調達のニーズを聴取したことから、東日本大震災復興ファンドの活
用を提案、同ファンドによる種類株式（優先株式）での投資に至りました。

◎取組事例

＜運転資金の調達例＞
・商品在庫：冷凍海産物等食料品、金型、衣料品
・売掛債権：電子記録債権、診療報酬債権

担保の例：冷凍海産物

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

担保の例：太陽光発電設備

※日本政策投資銀行が100％出資するファンド運営会社です。

規模
設立

50億円
平成23年8月31日
無限責任組合員（運営者）／
㈱東北復興パートナーズ※

有限責任組合員／
当行、日本政策投資銀行

出資者

名称
みやぎ復興ブリッジファンド
（正式名称）
みやぎ復興ブリッジ
投資事業有限責任組合

88億円
平成24年1月31日
無限責任組合員（運営者）／
大和企業投資㈱
有限責任組合員／　
当行、中小企業基盤整備機構　他

東日本大震災復興ファンド
（正式名称）
東日本大震災中小企業復興支援
投資事業有限責任組合

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り本制度に
ついてご案内を行うとともに、東北財務局や仙台弁護士会
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利用促進に積極的に努めております。
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弁済計画案受付　　　175件（うち平成25年度 97件）
弁済計画案同意件数　162件（うち平成25年度 99件）
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・宮城県沿岸部で建設業を営むＡ社は、津波により事務所、倉庫などが流

失する甚大な被害を受けました。Ａ社はグループ化補助金および当行か
らの設備融資を利用して事業の再建を進めましたが、震災前の借入が負
担となっており、いわゆる二重ローンが問題となっていました。

・当行では、企業支援室の担当者が審査部に常駐する外部専門家と帯同
して被災地の営業店を訪問し、事業再生を必要とするお取引先の掘り起
こし活動を行っておりますが、その中で、Ａ社の再生支援には震災前債権
の買取機能を有する、機構の活用が最も適当であると判断し、機構の活
用について提案しました。

・その後、機構の活用に向けて、本部・営業店の担当者と外部専門家が連
携して、Ａ社の事業計画の策定支援を行い、機構に支援を申請、支援決定
に至りました。当行は引続きＡ社の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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受付日
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代金債権等の電子記録債権も活用できることから、当行で
はお取引先に情報提供を行うとともに、その利用に取り組
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　当行では、お客さまの長期・固定金利での資金調達ニーズ
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0.05％とした「77復興私募債」の取扱いを行っております。
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・Ｂ社は、三陸沿岸などで水揚げされた魚貝類を原材料に、業務用の寿司

ねたや刺身の加工・販売を行う水産加工業者です。
・震災では、本社工場などが大きな被害を受け、約半年間主力工場での生

産停止を余儀なくされましたが、代替生産等により、取引先への納入継
続に努めました。
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・震災では、沿岸部の営業所が流失するなど大きな被害を受けましたが、

復興に取り組む取引先に対して、マスクや作業服、防寒着等の当社商品
を支援物資として無償提供するなど、地域の復旧・復興に向けて積極的
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てインターネット販売などの新たな販売チャネルを構築するための資金
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11件/10億円（うち77復興私募債 8件/8億円）

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12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。

東日本大震災復興ファンドにおける投資の実行
・Ｄ社は、植物工場および水耕栽培装置の研究開発や製造販売を行うほ

か、農業法人としてレタスなどの水耕野菜の生産販売を行うベンチャー
企業です。

・Ｄ社は、東日本大震災からの復興支援に力を入れており、平成25年4月、
宮城県多賀城市のみやぎ復興パーク（産学官連携のもと整備された施
設）に当社自営の植物工場を稼働し、生産した野菜を地元スーパー等に
販売しております。また、同所において、世界最大規模となる完全LED型
植物工場の建設を進めており、地元の雇用増加など地域経済の活性化
につながるものとして期待されています。

・当行では、Ｄ社とのリレーションを強化するなか、Ｄ社の財務基盤強化と成
長資金調達のニーズを聴取したことから、東日本大震災復興ファンドの活
用を提案、同ファンドによる種類株式（優先株式）での投資に至りました。

◎取組事例

＜運転資金の調達例＞
・商品在庫：冷凍海産物等食料品、金型、衣料品
・売掛債権：電子記録債権、診療報酬債権

担保の例：冷凍海産物

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

担保の例：太陽光発電設備

※日本政策投資銀行が100％出資するファンド運営会社です。

規模
設立

50億円
平成23年8月31日
無限責任組合員（運営者）／
㈱東北復興パートナーズ※

有限責任組合員／
当行、日本政策投資銀行

出資者

名称
みやぎ復興ブリッジファンド
（正式名称）
みやぎ復興ブリッジ
投資事業有限責任組合

88億円
平成24年1月31日
無限責任組合員（運営者）／
大和企業投資㈱
有限責任組合員／　
当行、中小企業基盤整備機構　他

東日本大震災復興ファンド
（正式名称）
東日本大震災中小企業復興支援
投資事業有限責任組合

地域と共に
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事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２5年度）
自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 160件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBOの提案  115件

大規模太陽光発電事業に対する融資の実行
・Ｆ社は、再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用した大規模太陽光
発電事業を行うため、平成24年10月に地元企業代表者等の出資により
設立されました。
・当行は、計画段階からＦ社に対し情報提供等の支援を行い、太陽光発電
事業の設備導入に対して融資を実行しました。
・平成26年2月に稼動を開始した太陽光発電所の発電量は、一般家庭約
350世帯分が見込まれております。
・なお、同発電所建設地の遊休スペースを活用し、Ｆ社代表取締役が地元
特産品であるブルーベリーの栽培やニホンミツバチ事業の計画をして
おり、農業と連携した事業としても注目されております。
・当行は、引続き再生可能エネルギー事業などの成長分野に関するお取
引先のさまざまな資金需要にお応えしてまいります。

◎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を後押しするため、アグリビジネ
ス支援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資格取得者20名（平成
26年3月末現在）による支援を進めるほか、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。また、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。
　農林漁業者の資金需要に対しては、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）」の活用を進めておりますほか、
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」を追加しており、融資商品の充実によって推進体
制を強化しております。
　また、平成26年3月には、6次産業化のモデル事業として
自治体の認定を受け設立された新設法人が、地方公共団体
の制度である「ふるさと融資（注）」を利用するにあたり、支
払承諾（保証）を実行しました。

成長分野への取組み

事業承継・Ｍ＆Ａ
　震災を契機として、お取引先の事業承継に関する支援ニーズは
高まっております。当行では、資産運用サポート課に相続相談に関
する専門の担当者を2名、マネーアドバイザーを5名配置し、営業
店と連携し各種ご相談に対応しております。
　また、平成25年6月には、宮城県事業引継ぎ支援センター（注）
との連携を目的に、センターを運営する公益財団法人みやぎ産
業振興機構と秘密保持契約を締結するなど、事業承継やＭ＆Ａ
ニーズを抱えるお取引先に対する支援体制を強化しております。

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に
よる「保険・医療・福祉復興推進特区」の認定を受けております。
　当行では、医療・介護分野推進のため、推進担当部署に一般財
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
制の強化に努めております。
　なお、専門の融資商品である「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、平成19年1月の取扱開始から平成26年3月末までに689
件ご利用いただいております。
再生可能エネルギー
　「再生可能エネルギー固定価格買取制度」が平成24年7月よりス
タートし、宮城県内各地でメガソーラー発電やバイオマス発電など
事業化の動きが進展してきております。
　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
や優遇税制等の概要や専門家の紹介などの情報提供を行うととも
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。

６次産業化に取り組む法人に対する支払承諾の実行
・Ｅ社は農業法人を中心とする農業者と、食品加工業者の出資により設立
され、自治体から６次産業化のモデル事業者として認定を受けた新設法
人です。
・当行では、Ｅ社への訪問のなかで、中食・外食向けカット野菜等の製造・
販売を行う加工施設の整備計画を聴取しました。
・当行では、営業店と本部が連携し、６次産業化の動向や公的支援制度に
かかる情報提供などの総合的な取引推進を行い、「ふるさと融資」による
資金調達を提案しました。同制度利用に向けた申請書類作成等のサポ
ートを行い、「ふるさと融資」にかかる支払承諾を実行しました。

◎取組事例

●東北6次産業化ブリッジファンドの設立
　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」
（正式名称「東北6次産業化ブリッジ投資事業有限責任組
合」）を設立しており、6次産業化に取り組む事業体に対する
資金供給の枠組みを拡大するとともに、当ファンドの活用提
案を含めたコンサルティングを継続しております。

(注)ふるさと融資（正式名称：地域総合整備資金貸付）：地域振興に資する民間事業者
の支援を目的に、地方公共団体が貸付人となる無利子融資制度です。民間金融
機関が保証機関となり、事業者は低利な保証料のみで長期の資金調達が可能と
なります。

（注）宮城県事業引継ぎ支援センターとは、「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」に基づき、宮城県を含む東北全域の中小企業（後継者不在企業や事業存続不
安を抱える企業等）の円滑な事業承継を支援するため、公益財団法人みやぎ産業振興機
構が運営する宮城県産業復興相談センター内に設置されている公的支援機関です。

ビジネスマッチング
　当行では、震災以前より、取引先の経営課題に対するソリュー
ション提供の一環として、地域のネットワークを活用したビジ
ネスマッチングの推進に積極的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。
　震災以降、当行では、お客さまの販路の回復、拡大等を支
援するため、商談会の開催に積極的に取り組んでおります。
今後も、お客さまの新たな販路や仕入先の開拓、事業拡大
に資する営業情報の提供に努めてまいります。

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25年度は、震災で被災された水産加工業者の皆さ
まを中心としたお取引先合計26先が、イオングループおよ
び外食産業向け食材の紹介等を行っている㈱ぐるなびとの
個別商談を行いました。

商工会議所等が主催する商談会への協力
　当行は、地元食品製造業者等の販路拡大を支援するた
め、仙台商工会議所等が販路回復・拡大支援事業の一環と
して開催している「売ります！買います！“伊達な商談会”inＳＥ
ＮＤＡＩ」に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成
25年度に12回開催された“伊達な商談会”には、延べ300
社以上の食品メーカー、卸売業者等が参加し、350件以上
の商談が行われました。

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
にも積極的に取り組んでおります。
　平成25年度は以下のとおり、国内で４回、海外で３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26年3月末迄）
成約件数累計（国内分）2,487件（うち平成25年度 760件）

おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会

日中ものづくり商談会＠上海２０１３ 上海・大連広域連携商談会

平成25年6月
仙台

平成25年9月
中国上海

開催時期／場所 商談会名

商談会開催実績（平成25年度分）
●国内

食材王国みやぎビジネス商談会
（７７社）

日中ものづくり商談会＠上海２０１３
（１１社）

１１月
中国広東

ＦＢＣ広東２０１３（日中ものづくり商談会＠広東）
（５社）

12月
中国上海・大連

上海・大連広域連携商談会（観光関連商談会）
（１０社）

10月
東京

地方銀行フードセレクション２０１３
（１４社）

11月
仙台

おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会
（３６社）

11月
札幌

東北・北海道6次産業化ビジネスフォーラム
（4社）

開催時期／場所 商談会名

●海外

被災した水産加工業者に対するビジネスマッチング支援
・宮城県沿岸部でサンマやタラの水産加工業を営むＧ社は、津波により
本社・工場が流失したものの、仮設事務所、工場にて事業を継続してい
ました。
・震災を契機として、商品構成を事業者向けから消費者向けに転換し、
消費者向けの販路拡大を模索するとともに、主力商品の商品力向上を
図るため、商品内容の見直しを実施しました。
・Ｇ社は、自社ブランドを広めるべく、販売先の紹介を当行へ依頼しま
した。
・当行では、営業店と本部が連携し、当行お取引先へ商談を打診し、前向
きな回答を得たことから、Ｇ社と同社との商談会を実施し、後日成約とな
りました。
・このほか、東日本大震災事業者再生支援機構の活用を行うなど、当行で
はＧ社に対して、各種ソリューションの提供に努めております。

◎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

東北・北海道6次産業化ビジネスフォーラム

地域と共に
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事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２5年度）
自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 160件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBOの提案  115件

大規模太陽光発電事業に対する融資の実行
・Ｆ社は、再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用した大規模太陽光
発電事業を行うため、平成24年10月に地元企業代表者等の出資により
設立されました。
・当行は、計画段階からＦ社に対し情報提供等の支援を行い、太陽光発電
事業の設備導入に対して融資を実行しました。
・平成26年2月に稼動を開始した太陽光発電所の発電量は、一般家庭約
350世帯分が見込まれております。
・なお、同発電所建設地の遊休スペースを活用し、Ｆ社代表取締役が地元
特産品であるブルーベリーの栽培やニホンミツバチ事業の計画をして
おり、農業と連携した事業としても注目されております。
・当行は、引続き再生可能エネルギー事業などの成長分野に関するお取
引先のさまざまな資金需要にお応えしてまいります。

◎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を後押しするため、アグリビジネ
ス支援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資格取得者20名（平成
26年3月末現在）による支援を進めるほか、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。また、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。
　農林漁業者の資金需要に対しては、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）」の活用を進めておりますほか、
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」を追加しており、融資商品の充実によって推進体
制を強化しております。
　また、平成26年3月には、6次産業化のモデル事業として
自治体の認定を受け設立された新設法人が、地方公共団体
の制度である「ふるさと融資（注）」を利用するにあたり、支
払承諾（保証）を実行しました。

成長分野への取組み

事業承継・Ｍ＆Ａ
　震災を契機として、お取引先の事業承継に関する支援ニーズは
高まっております。当行では、資産運用サポート課に相続相談に関
する専門の担当者を2名、マネーアドバイザーを5名配置し、営業
店と連携し各種ご相談に対応しております。
　また、平成25年6月には、宮城県事業引継ぎ支援センター（注）
との連携を目的に、センターを運営する公益財団法人みやぎ産
業振興機構と秘密保持契約を締結するなど、事業承継やＭ＆Ａ
ニーズを抱えるお取引先に対する支援体制を強化しております。

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に
よる「保険・医療・福祉復興推進特区」の認定を受けております。
　当行では、医療・介護分野推進のため、推進担当部署に一般財
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
制の強化に努めております。
　なお、専門の融資商品である「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、平成19年1月の取扱開始から平成26年3月末までに689
件ご利用いただいております。
再生可能エネルギー
　「再生可能エネルギー固定価格買取制度」が平成24年7月よりス
タートし、宮城県内各地でメガソーラー発電やバイオマス発電など
事業化の動きが進展してきております。
　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
や優遇税制等の概要や専門家の紹介などの情報提供を行うととも
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。

６次産業化に取り組む法人に対する支払承諾の実行
・Ｅ社は農業法人を中心とする農業者と、食品加工業者の出資により設立
され、自治体から６次産業化のモデル事業者として認定を受けた新設法
人です。
・当行では、Ｅ社への訪問のなかで、中食・外食向けカット野菜等の製造・
販売を行う加工施設の整備計画を聴取しました。
・当行では、営業店と本部が連携し、６次産業化の動向や公的支援制度に
かかる情報提供などの総合的な取引推進を行い、「ふるさと融資」による
資金調達を提案しました。同制度利用に向けた申請書類作成等のサポ
ートを行い、「ふるさと融資」にかかる支払承諾を実行しました。

◎取組事例

●東北6次産業化ブリッジファンドの設立
　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」
（正式名称「東北6次産業化ブリッジ投資事業有限責任組
合」）を設立しており、6次産業化に取り組む事業体に対する
資金供給の枠組みを拡大するとともに、当ファンドの活用提
案を含めたコンサルティングを継続しております。

(注)ふるさと融資（正式名称：地域総合整備資金貸付）：地域振興に資する民間事業者
の支援を目的に、地方公共団体が貸付人となる無利子融資制度です。民間金融
機関が保証機関となり、事業者は低利な保証料のみで長期の資金調達が可能と
なります。

（注）宮城県事業引継ぎ支援センターとは、「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」に基づき、宮城県を含む東北全域の中小企業（後継者不在企業や事業存続不
安を抱える企業等）の円滑な事業承継を支援するため、公益財団法人みやぎ産業振興機
構が運営する宮城県産業復興相談センター内に設置されている公的支援機関です。

ビジネスマッチング
　当行では、震災以前より、取引先の経営課題に対するソリュー
ション提供の一環として、地域のネットワークを活用したビジ
ネスマッチングの推進に積極的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。
　震災以降、当行では、お客さまの販路の回復、拡大等を支
援するため、商談会の開催に積極的に取り組んでおります。
今後も、お客さまの新たな販路や仕入先の開拓、事業拡大
に資する営業情報の提供に努めてまいります。

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25年度は、震災で被災された水産加工業者の皆さ
まを中心としたお取引先合計26先が、イオングループおよ
び外食産業向け食材の紹介等を行っている㈱ぐるなびとの
個別商談を行いました。

商工会議所等が主催する商談会への協力
　当行は、地元食品製造業者等の販路拡大を支援するた
め、仙台商工会議所等が販路回復・拡大支援事業の一環と
して開催している「売ります！買います！“伊達な商談会”inＳＥ
ＮＤＡＩ」に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成
25年度に12回開催された“伊達な商談会”には、延べ300
社以上の食品メーカー、卸売業者等が参加し、350件以上
の商談が行われました。

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
にも積極的に取り組んでおります。
　平成25年度は以下のとおり、国内で４回、海外で３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26年3月末迄）
成約件数累計（国内分）2,487件（うち平成25年度 760件）

おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会

日中ものづくり商談会＠上海２０１３ 上海・大連広域連携商談会

平成25年6月
仙台

平成25年9月
中国上海

開催時期／場所 商談会名

商談会開催実績（平成25年度分）
●国内

食材王国みやぎビジネス商談会
（７７社）

日中ものづくり商談会＠上海２０１３
（１１社）

１１月
中国広東

ＦＢＣ広東２０１３（日中ものづくり商談会＠広東）
（５社）

12月
中国上海・大連

上海・大連広域連携商談会（観光関連商談会）
（１０社）

10月
東京

地方銀行フードセレクション２０１３
（１４社）

11月
仙台

おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会
（３６社）

11月
札幌

東北・北海道6次産業化ビジネスフォーラム
（4社）

開催時期／場所 商談会名

●海外

被災した水産加工業者に対するビジネスマッチング支援
・宮城県沿岸部でサンマやタラの水産加工業を営むＧ社は、津波により
本社・工場が流失したものの、仮設事務所、工場にて事業を継続してい
ました。
・震災を契機として、商品構成を事業者向けから消費者向けに転換し、
消費者向けの販路拡大を模索するとともに、主力商品の商品力向上を
図るため、商品内容の見直しを実施しました。
・Ｇ社は、自社ブランドを広めるべく、販売先の紹介を当行へ依頼しま
した。
・当行では、営業店と本部が連携し、当行お取引先へ商談を打診し、前向
きな回答を得たことから、Ｇ社と同社との商談会を実施し、後日成約とな
りました。
・このほか、東日本大震災事業者再生支援機構の活用を行うなど、当行で
はＧ社に対して、各種ソリューションの提供に努めております。

◎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

東北・北海道6次産業化ビジネスフォーラム

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２5年度）
151件（うち創業・新規事業支援融資実績 122件／668百万円）
「創業補助金」「ものづくり補助金」等採択実績（平成２5年度）

81件（当行支援先）

宮城県産品のＰＲ等
　平成25年5月17日から6月5日までの約3週間にわた
り、ＪＲ上野駅構内の地産品ショップ「のもの」において、宮
城県・ＪＲ東日本グループと連携し、宮城県産品を販売・ＰＲ
するイベント「宮城のもの」を開催しました。平成24年8月
に続き2回目の開催となる今回も、当行行員を派遣し、地
元生産者等とともに宮城県
産品をＰＲしました。また、
「宮城のもの」開催期間中は
首都圏主要駅構内のコンビ
ニエンスストア「ＮＥＷＤＡＹ
Ｓ」9店舗でも宮城県産品の
販売が行われました。

＜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」に関するお取引先紹介を
実現するサイト「＜七十七＞食
材セレクション」を平成22年9
月に開設しておりますが、震災
後、平成26年3月末迄に、復興
支援サイトへの掲載企業を35
先追加し、計116先のお取引
先企業の販売拡大のため、ご
利用いただいております。

復興支援カタログ「味や技はじめまして。Vol.2」の発行
　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。』」を発行しております。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。
　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、平成24年4月の発
行から平成26年3月末迄
に、約5,700個/約14百万円
の注文が寄せられました。
　なお、平成26年6月、掲載
する商品数を大幅に拡大し、
｢ 味や技はじめまして。
Vol.2」を発行いたしました。

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、宮城県の創
業・新事業関連融資制度等を活用するなど積極的な資金供
給に努めております。
　また、優れた技術・アイデア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っているほか、経営革新等支援機関とし
て「創業補助金」や「ものづくり補助金」等の申請支援を行う
など、投融資以外の面からも支援を実施しております。
　平成26年2月には、仙台市・白石市・大崎市の3会場にお
いて、「補助事業活用セミナー」を開催し、112名の方に参
加いただきました。セミナーでは、新たに公募が開始された
「新ものづくり補助金」等の概要や、補助金の上手な活用方
法などについて説明を行いました。

　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

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

塩釡市復興推進計画地域協議会

気仙沼市復興特区金融協議会

“健幸”サイエンスパーク岩沼協議会

一般社団法人東松島みらいとし機構

大和町復興推進協議会

一般社団法人南三陸福興まちづくり機構

南相馬市復興推進協議会

いわき市産業振興・雇用創出協議会

釡石市復興推進協議会

次世代自動車イノベーション推進協議会

みやぎ知と医療機器創生拠点推進協議会

農林漁業復旧・復興支援委員会

震災復興販路拡大支援事業企画委員会

企業連携プロジェクト支援事業アドバイザリー・ボード

個人版私的整理ガイドライン運営委員会

「新しい東北」官民連携推進協議会

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努めており
ます。平成26年3月末現在、当行は宮城県内36の地方公共
団体のうち、35団体に貸出をご利用いただいております。
　指定金融機関受託業務については、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等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も
支援を継続しております。
　なお、当行の地方公共団体関連事業への人材派遣実績
は平成26年3月末で3名となっております。

東北ＩＬＣ推進協議会への参加
　平成25年8月、研究者組織であるＩＬＣ戦略会議が、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）」の国内建設候補地に北上山地を選定したと発表し
ました。
　ＩＬＣは、震災からの地域経済の復興と先端技術産業の集
積につながるプロジェクトとして、その実現が期待されてお
り、当行もＩＬＣ誘致を後押しするため、東北誘致に向けて設
立された「東北ＩＬＣ推進協議会」に参加しております。
　平成25年4月には、東北ＩＬＣ推進協議会総会および先端
加速器科学技術推進シンポジウム2013in東北に参加した
ほか、平成25年12月、平成26年2月には宮城県、仙台市等
と連携し、地元ものづくり企業を対象とした「ＩＬＣ勉強会」を
開催するなど、ＩＬＣの東北誘致に向けた各種取組みに参加
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）
・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／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／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）
・東北大学／学生寄宿舎整備事業（融資金融機関）
・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）
・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）
・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）

◎ＰＦＩ取組実績

　なお、当行は、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、47台のＡＴＭを設置
しております。（平成26年3月末現在）
ＰＦＩ事業への取組み
　震災以降、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、ＰＦＩ案件の組成段階から関与する
など、地方公共団体との関係を一層強化しております。
　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件についてはメイン行
としてアレンジャー業務を行いました。

●㈱民間資金等活用事業推進機構への出資
　平成25年10月、独立採算型ＰＦＩ事業に投融資等を行う
㈱民間資金等活用事業推進機構（注）が設立されました。当行
では本機構の設立にあたり、1億円の出資を行っております
が、今後、出資者として本機構が持つ金融支援機能やコン
サルティング機能を十分活用し、インフラ整備等に寄与す
るＰＦＩ事業に積極的に対応してまいります。

地方公共団体との連携

平成25年3月末

平成26年3月末

35

35

6,708

6,249

36

36

16,173

15,833

宮城県内地方公共団体向け貸出金等の状況 （単位：先、億円）

※特別地方公共団体、地方公社との取引を除きます。

(注)㈱民間資金等活用事業推進機構とは、独立採算型ＰＦＩ事業に対する出資・融資を
行うことで民間投資を促し、財政負担の縮減や民間の事業機会の創出を通じて、
国の成長力強化に寄与するために設立された官民出資の株式会社です。

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２5年度）
151件（うち創業・新規事業支援融資実績 122件／668百万円）
「創業補助金」「ものづくり補助金」等採択実績（平成２5年度）

81件（当行支援先）

宮城県産品のＰＲ等
　平成25年5月17日から6月5日までの約3週間にわた
り、ＪＲ上野駅構内の地産品ショップ「のもの」において、宮
城県・ＪＲ東日本グループと連携し、宮城県産品を販売・ＰＲ
するイベント「宮城のもの」を開催しました。平成24年8月
に続き2回目の開催となる今回も、当行行員を派遣し、地
元生産者等とともに宮城県
産品をＰＲしました。また、
「宮城のもの」開催期間中は
首都圏主要駅構内のコンビ
ニエンスストア「ＮＥＷＤＡＹ
Ｓ」9店舗でも宮城県産品の
販売が行われました。

＜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」に関するお取引先紹介を
実現するサイト「＜七十七＞食
材セレクション」を平成22年9
月に開設しておりますが、震災
後、平成26年3月末迄に、復興
支援サイトへの掲載企業を35
先追加し、計116先のお取引
先企業の販売拡大のため、ご
利用いただいております。

復興支援カタログ「味や技はじめまして。Vol.2」の発行
　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。』」を発行しております。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。
　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、平成24年4月の発
行から平成26年3月末迄
に、約5,700個/約14百万円
の注文が寄せられました。
　なお、平成26年6月、掲載
する商品数を大幅に拡大し、
｢ 味や技はじめまして。
Vol.2」を発行いたしました。

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、宮城県の創
業・新事業関連融資制度等を活用するなど積極的な資金供
給に努めております。
　また、優れた技術・アイデア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っているほか、経営革新等支援機関とし
て「創業補助金」や「ものづくり補助金」等の申請支援を行う
など、投融資以外の面からも支援を実施しております。
　平成26年2月には、仙台市・白石市・大崎市の3会場にお
いて、「補助事業活用セミナー」を開催し、112名の方に参
加いただきました。セミナーでは、新たに公募が開始された
「新ものづくり補助金」等の概要や、補助金の上手な活用方
法などについて説明を行いました。

　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

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

塩釡市復興推進計画地域協議会

気仙沼市復興特区金融協議会

“健幸”サイエンスパーク岩沼協議会

一般社団法人東松島みらいとし機構

大和町復興推進協議会

一般社団法人南三陸福興まちづくり機構

南相馬市復興推進協議会

いわき市産業振興・雇用創出協議会

釡石市復興推進協議会

次世代自動車イノベーション推進協議会

みやぎ知と医療機器創生拠点推進協議会

農林漁業復旧・復興支援委員会

震災復興販路拡大支援事業企画委員会

企業連携プロジェクト支援事業アドバイザリー・ボード

個人版私的整理ガイドライン運営委員会

「新しい東北」官民連携推進協議会

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努めており
ます。平成26年3月末現在、当行は宮城県内36の地方公共
団体のうち、35団体に貸出をご利用いただいております。
　指定金融機関受託業務については、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等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も
支援を継続しております。
　なお、当行の地方公共団体関連事業への人材派遣実績
は平成26年3月末で3名となっております。

東北ＩＬＣ推進協議会への参加
　平成25年8月、研究者組織であるＩＬＣ戦略会議が、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）」の国内建設候補地に北上山地を選定したと発表し
ました。
　ＩＬＣは、震災からの地域経済の復興と先端技術産業の集
積につながるプロジェクトとして、その実現が期待されてお
り、当行もＩＬＣ誘致を後押しするため、東北誘致に向けて設
立された「東北ＩＬＣ推進協議会」に参加しております。
　平成25年4月には、東北ＩＬＣ推進協議会総会および先端
加速器科学技術推進シンポジウム2013in東北に参加した
ほか、平成25年12月、平成26年2月には宮城県、仙台市等
と連携し、地元ものづくり企業を対象とした「ＩＬＣ勉強会」を
開催するなど、ＩＬＣの東北誘致に向けた各種取組みに参加
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）
・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／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／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）
・東北大学／学生寄宿舎整備事業（融資金融機関）
・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）
・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）
・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）

◎ＰＦＩ取組実績

　なお、当行は、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、47台のＡＴＭを設置
しております。（平成26年3月末現在）
ＰＦＩ事業への取組み
　震災以降、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、ＰＦＩ案件の組成段階から関与する
など、地方公共団体との関係を一層強化しております。
　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件についてはメイン行
としてアレンジャー業務を行いました。

●㈱民間資金等活用事業推進機構への出資
　平成25年10月、独立採算型ＰＦＩ事業に投融資等を行う
㈱民間資金等活用事業推進機構（注）が設立されました。当行
では本機構の設立にあたり、1億円の出資を行っております
が、今後、出資者として本機構が持つ金融支援機能やコン
サルティング機能を十分活用し、インフラ整備等に寄与す
るＰＦＩ事業に積極的に対応してまいります。

地方公共団体との連携

平成25年3月末

平成26年3月末

35

35

6,708

6,249

36

36

16,173

15,833

宮城県内地方公共団体向け貸出金等の状況 （単位：先、億円）

※特別地方公共団体、地方公社との取引を除きます。

(注)㈱民間資金等活用事業推進機構とは、独立採算型ＰＦＩ事業に対する出資・融資を
行うことで民間投資を促し、財政負担の縮減や民間の事業機会の創出を通じて、
国の成長力強化に寄与するために設立された官民出資の株式会社です。

地域と共に

地域経済活性化への取組状況
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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するとともに、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、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㈱が設立されました。平成24年12月には、
東北初となるエンジン工場が完成し、トヨタの小型ハイブ
リッド車用のエンジンの生産が開始され、平成25年8月に
は、大衡工場にてハイブリッド車の生産が開始されるなど、
今後、関連部品の現地調達の進展等による地元企業の参入
が進むことが期待されています。
　また、東京エレクトロン宮城㈱のほか半導体関連企業の
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。
　当行では、これら進出企業に対して、本部・営業店が連携
し、金融面のみならず、地域情報の提供や関連部品の現地
調達化支援、従業員へのサポートなどワンストップ対応に取
り組んでおります。

産学官連携への取組み
●東北大学ラボツアー
　当行は、産学の連携を通じた地域の発展と地域経済の活性
化に資することを目的とし、国立大学法人東北大学と「連携協
力に関する協定」を締結しております。
　協定に基づく共同企画の一つとして、お取引先の技術力向上お
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「東北大学ラボツアー」を開催しております。これまで2回開催し
たラボツアーには、累計約120名
に参加いただき、東北大学で行
われている自動車や医療機器、
水産・食品などに関する最先端の
研究内容について、研究者より
説明を受けながら、研究施設や
装置等の見学を行いました。

●「みやぎ地域産業支援プラットフォーム」への参加
　当行は、平成25年9月、中小企業庁が行う「中小企業・小
規模事業者ビジネス創造等支援事業」の中で専門家派遣事
業の窓口機能等を担う「みやぎ地域産業プラットフォーム」
に構成機関として参加しております。
　本プラットフォームを活用し、県内商工団体、他金融機関
等の構成機関と連携し、専門家の派遣、各種イベントの開
催、国等の各種中小企業支援策に関する情報の発信など、
様々な中小企業支援の取組みを行っております。

●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・支援機能の取組強化の観点から、宮城県内の商
工会議所および宮城県商工会連合会と提携しております。
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。

提携融資商品

提携先（平成26年7月1日現在）

取扱実績（平成26年3月末）

宮城県商工会連合会

石巻商工会議所

塩釡商工会議所

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>

821件/
6,777百万円

●「企業連携プロジェクト支援事業アドバイザリー・ボード」への参加
　当行は、平成25年9月、震災復興プロジェクトの事業化を
支援するため復興庁が設置した「企業連携プロジェクト支援
事業アドバイザリー・ボード」へ参加しております。
　本協議会は、復興庁が選定する「企業連携プロジェクト支
援事業」（注）を迅速かつ効率的に事業化するために設置され
たもので、当行は、地域の産学官の関係機関とともに、資金
調達制度の紹介など様々な支援を行っております。
（注）企業連携プロジェクト支援事業とは、被災地の復興に資する取組みのうち、復興

庁により雇用創出など経済波及効果が期待できる取組みとして選定されたプロ
ジェクトで、被災地の金融機関や経済団体、産業支援団体等が連携し支援を行う
ことで、プロジェクトの迅速かつ効率的な事業化を目指すものです。

（注)「新しい東北」の創造とは、安倍内閣が復興事業を推進する中で掲げる目標で、
人口減少・高齢化・産業空洞化などの課題を解決し、国内や世界のモデルとなる
社会を全国に先駆けて被災地で形成する取組みです。

●「『新しい東北』官民連携推進協議会」への参加
　当行は、産学官が連携して地域の復興を支援するため、
平成25年12月に「『新しい東北』官民連携推進協議会」に参
加しております。本協議会は、震災からの復興を加速し、国
が目標として掲げる「『新しい東北』の創造」（注）を実現する
ため、産学官がそれぞれの得意分野・支援ツール等を持ち
寄り、連携して復興への取組みを推進しようとするもので
す。当行は、復興事業に関する資金調達制度の紹介を行う
ほか、地域のネットワークのつなぎ役として構成機関の連携
促進を図るなど様々な支援を行っております。

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26年1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）

ベトコムバンク（ベトナム）
平成26年6月 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポール）

　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などを活用し、海外ビジネスに関する情報
提供や現地進出のサポート、海外でのマッチング機会の提供な
ど、アジアを中心としたお取引先の国際化ニーズにきめ細かに
対応しております。（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
●海外機関等との連携強化
　海外ビジネス支援体制を強
化するため、海外の金融機関
等との連携を進めております。
　平成25年度は、フィリピン
第2位の商業銀行であるメトロポリタン銀行およびベトナム4大
商業銀行のひとつであるベトコムバンクと協力協定を締結しまし
た。また、平成26年6月には、シンガポール３大商業銀行のひとつ
であるユナイテッド・オーバーシーズ銀行と協力協定を締結する
など、これまで海外の金融機関６行と提携しております。

　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
　七十七ビジネス振興財団では、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等を対象とした「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、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、贈呈
式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26年2月には、「起業家セミナー」を開催し、約40名
の方にご参加いただきました。
　当日は、経済産業省経済産業局新規産業室係長の中村
拓司氏より、国のベンチャー企業支援策についてお話いた
だいた後に、一般社団法
人ＭＡＫＯＴＯの代表理事
竹井智宏氏に、起業家支
援の実例や、起業へのアド
バイス等についてご講演
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。
　平成25年度は、宮城県経済商工観光
行政の概要や震災復興に向けた仙台市
の地域経済支援施策、仙台市中小企業
支援センターの支援メニュー等につい
て、特集を組んで紹介いたしました。

●アジア地域における人的ネットワークの拡充
　アジアを中心に、当行行員を海外金融機関等に派遣する
など、海外での人的ネットワークの拡充に努めています。
　現在、上海駐在員事務所への駐在員派遣（2名）のほか、中
国（大連、上海）、シンガポール、タイ（バンコク）に行員合計5
名を派遣しております。今後も、これらの人的ネットワークを
活用し、お取引先の海外ビジネス支援に努めてまいります。
取引先に対する海外ビジネス支援状況等

●海外提携機関を活用した資金調達支援
　海外金融機関との提携を活用し、お取引先の海外での資金調
達の支援や専門家紹介、現地情報の提供等を行っております。
　平成25年度は、バンコクやフィリピンなどに進出しているお取引
先4社に対し、当行が現地銀行宛に差し入れるスタンドバイL/Cを
発行し、お取引先の現地での資金調達を支援いたしました。

●七十七「ASIAビジネス交流会」の開催
　平成26年2月、アジアビジネスを展開しているお取引先や、今後、
アジアなど海外での事業展開を検討しているお取引先等を対象に

「七十七『ASIAビジネス交流
会』」を開催いたしました。
　当日は、約120名に参加い
ただき、参加者同士で活発な
交流が行われました。

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１６回七十七ビジネス大賞受賞企業
● 株式会社サイコー　　　　　　　　　　　　　　 （仙台市）
● 株式会社ジェー・シー・アイ　　　　　　　　　　　（仙台市）
● ナカリ株式会社　　　　　　　　　　　　 （加美郡加美町）
第１６回七十七ニュービジネス助成金受賞企業

● 株式会社アップルファーム            　　　 　　　  （仙台市）
● 有限会社オイカワデニム            　　　　　　 （気仙沼市）
● 株式会社気仙沼ニッティング        　　　　　　（気仙沼市）
● 株式会社新澤醸造店                    　　　　　　  （大崎市）

ベトコムバンクのビン会長来行時の様子

地域と共に
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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するとともに、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、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㈱が設立されました。平成24年12月には、
東北初となるエンジン工場が完成し、トヨタの小型ハイブ
リッド車用のエンジンの生産が開始され、平成25年8月に
は、大衡工場にてハイブリッド車の生産が開始されるなど、
今後、関連部品の現地調達の進展等による地元企業の参入
が進むことが期待されています。
　また、東京エレクトロン宮城㈱のほか半導体関連企業の
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。
　当行では、これら進出企業に対して、本部・営業店が連携
し、金融面のみならず、地域情報の提供や関連部品の現地
調達化支援、従業員へのサポートなどワンストップ対応に取
り組んでおります。

産学官連携への取組み
●東北大学ラボツアー
　当行は、産学の連携を通じた地域の発展と地域経済の活性
化に資することを目的とし、国立大学法人東北大学と「連携協
力に関する協定」を締結しております。
　協定に基づく共同企画の一つとして、お取引先の技術力向上お
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「東北大学ラボツアー」を開催しております。これまで2回開催し
たラボツアーには、累計約120名
に参加いただき、東北大学で行
われている自動車や医療機器、
水産・食品などに関する最先端の
研究内容について、研究者より
説明を受けながら、研究施設や
装置等の見学を行いました。

●「みやぎ地域産業支援プラットフォーム」への参加
　当行は、平成25年9月、中小企業庁が行う「中小企業・小
規模事業者ビジネス創造等支援事業」の中で専門家派遣事
業の窓口機能等を担う「みやぎ地域産業プラットフォーム」
に構成機関として参加しております。
　本プラットフォームを活用し、県内商工団体、他金融機関
等の構成機関と連携し、専門家の派遣、各種イベントの開
催、国等の各種中小企業支援策に関する情報の発信など、
様々な中小企業支援の取組みを行っております。

●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・支援機能の取組強化の観点から、宮城県内の商
工会議所および宮城県商工会連合会と提携しております。
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。

提携融資商品

提携先（平成26年7月1日現在）

取扱実績（平成26年3月末）

宮城県商工会連合会

石巻商工会議所

塩釡商工会議所

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>

821件/
6,777百万円

●「企業連携プロジェクト支援事業アドバイザリー・ボード」への参加
　当行は、平成25年9月、震災復興プロジェクトの事業化を
支援するため復興庁が設置した「企業連携プロジェクト支援
事業アドバイザリー・ボード」へ参加しております。
　本協議会は、復興庁が選定する「企業連携プロジェクト支
援事業」（注）を迅速かつ効率的に事業化するために設置され
たもので、当行は、地域の産学官の関係機関とともに、資金
調達制度の紹介など様々な支援を行っております。
（注）企業連携プロジェクト支援事業とは、被災地の復興に資する取組みのうち、復興

庁により雇用創出など経済波及効果が期待できる取組みとして選定されたプロ
ジェクトで、被災地の金融機関や経済団体、産業支援団体等が連携し支援を行う
ことで、プロジェクトの迅速かつ効率的な事業化を目指すものです。

（注)「新しい東北」の創造とは、安倍内閣が復興事業を推進する中で掲げる目標で、
人口減少・高齢化・産業空洞化などの課題を解決し、国内や世界のモデルとなる
社会を全国に先駆けて被災地で形成する取組みです。

●「『新しい東北』官民連携推進協議会」への参加
　当行は、産学官が連携して地域の復興を支援するため、
平成25年12月に「『新しい東北』官民連携推進協議会」に参
加しております。本協議会は、震災からの復興を加速し、国
が目標として掲げる「『新しい東北』の創造」（注）を実現する
ため、産学官がそれぞれの得意分野・支援ツール等を持ち
寄り、連携して復興への取組みを推進しようとするもので
す。当行は、復興事業に関する資金調達制度の紹介を行う
ほか、地域のネットワークのつなぎ役として構成機関の連携
促進を図るなど様々な支援を行っております。

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26年1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）

ベトコムバンク（ベトナム）
平成26年6月 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポール）

　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などを活用し、海外ビジネスに関する情報
提供や現地進出のサポート、海外でのマッチング機会の提供な
ど、アジアを中心としたお取引先の国際化ニーズにきめ細かに
対応しております。（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
●海外機関等との連携強化
　海外ビジネス支援体制を強
化するため、海外の金融機関
等との連携を進めております。
　平成25年度は、フィリピン
第2位の商業銀行であるメトロポリタン銀行およびベトナム4大
商業銀行のひとつであるベトコムバンクと協力協定を締結しまし
た。また、平成26年6月には、シンガポール３大商業銀行のひとつ
であるユナイテッド・オーバーシーズ銀行と協力協定を締結する
など、これまで海外の金融機関６行と提携しております。

　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
　七十七ビジネス振興財団では、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等を対象とした「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、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、贈呈
式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26年2月には、「起業家セミナー」を開催し、約40名
の方にご参加いただきました。
　当日は、経済産業省経済産業局新規産業室係長の中村
拓司氏より、国のベンチャー企業支援策についてお話いた
だいた後に、一般社団法
人ＭＡＫＯＴＯの代表理事
竹井智宏氏に、起業家支
援の実例や、起業へのアド
バイス等についてご講演
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。
　平成25年度は、宮城県経済商工観光
行政の概要や震災復興に向けた仙台市
の地域経済支援施策、仙台市中小企業
支援センターの支援メニュー等につい
て、特集を組んで紹介いたしました。

●アジア地域における人的ネットワークの拡充
　アジアを中心に、当行行員を海外金融機関等に派遣する
など、海外での人的ネットワークの拡充に努めています。
　現在、上海駐在員事務所への駐在員派遣（2名）のほか、中
国（大連、上海）、シンガポール、タイ（バンコク）に行員合計5
名を派遣しております。今後も、これらの人的ネットワークを
活用し、お取引先の海外ビジネス支援に努めてまいります。
取引先に対する海外ビジネス支援状況等

●海外提携機関を活用した資金調達支援
　海外金融機関との提携を活用し、お取引先の海外での資金調
達の支援や専門家紹介、現地情報の提供等を行っております。
　平成25年度は、バンコクやフィリピンなどに進出しているお取引
先4社に対し、当行が現地銀行宛に差し入れるスタンドバイL/Cを
発行し、お取引先の現地での資金調達を支援いたしました。

●七十七「ASIAビジネス交流会」の開催
　平成26年2月、アジアビジネスを展開しているお取引先や、今後、
アジアなど海外での事業展開を検討しているお取引先等を対象に

「七十七『ASIAビジネス交流
会』」を開催いたしました。
　当日は、約120名に参加い
ただき、参加者同士で活発な
交流が行われました。

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１６回七十七ビジネス大賞受賞企業
● 株式会社サイコー　　　　　　　　　　　　　　 （仙台市）
● 株式会社ジェー・シー・アイ　　　　　　　　　　　（仙台市）
● ナカリ株式会社　　　　　　　　　　　　 （加美郡加美町）
第１６回七十七ニュービジネス助成金受賞企業

● 株式会社アップルファーム            　　　 　　　  （仙台市）
● 有限会社オイカワデニム            　　　　　　 （気仙沼市）
● 株式会社気仙沼ニッティング        　　　　　　（気仙沼市）
● 株式会社新澤醸造店                    　　　　　　  （大崎市）

ベトコムバンクのビン会長来行時の様子

地域と共に
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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２５年度）

名称 開催回数 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

18回

6回

43回

1回

548名

587名

722名

106名

資産運用セミナー等の開催状況（平成２5年度）

相続セミナー（約80名）

事業戦略セミナー（約180名）

夏季講演会「震災復興から新たな拡大に向かう日本経済」（約230名）

事業戦略セミナー（約100名）

春季講演会「宮城・東北の復興と新たな展望」（約260名）

事業戦略セミナー（約90名）

補助事業活用セミナー（約110名）

医業経営セミナー（約60名）

開催時期 セミナー・講演会名（参加者数）

平成25年4月

6月

7月

11月

平成26年2月

復興支援にかかるセミナー・講演会の開催
　当行は復興支援や販売戦略、相続対策などの情報提供
の充実を図るため、各種セミナー・講演会を開催しており
ます。

各種調査結果の公表
●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。ＨＰで
もご覧いただけます。

●県内企業動向調査（平成25年度：2、5、8、11月の4回公表）
　宮城県内約770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。
●経済波及効果に関する調査
　当行では、県内企業動向調査などの定例調査以外にも、
地元のイベントに関する経済波及効果などの調査を実施
し、分析結果を公表いたしております。

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、研修会を開催するとともに、お取引
先の希望するテーマの研修等への講師派遣を行っておりま
す。平成25年度の実績は、以下のとおりとなっております。

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ご提供するた
めに、当行のマネーアドバイザーや外部講師による各種セ
ミナーを宮城県内各地で開催しております。
　また、平成25年7月、仙台市において女性を対象に、資産
運用等に関するセミナー「＜七十七＞の美人レッスン」を開
催し、67名の方に参加いただきました。

本部行員等による講演会

　お取引先企業等に地域開発部長等を派遣し、２６先延べ約
１，５００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、講演会、研修会で講演を行いました。

接遇応対研修会
　お取引先企業等１０社に対して当行行員を講師として派
遣し、挨拶・電話応対の基本等の研修会を行いました。

事業承継や相続対策に関するセミナー

　お取引先等が所属する様々な団体の講演会等に当行行
員を派遣し、計４回約７０名の方に対し事業承継や、相続対
策などについての講演を行いました。

主なセミナー・講演会開催実績（平成２5年度）

平成25年7月

9月

9月

仙台・宮城デスティネーションキャンペーンに伴う
経済波及効果推計調査

宮城県観光ＰＲキャラクター「むすび丸」の
経済効果に関するアンケート調査

「東北楽天ゴールデンイーグルス」の優勝および
日本一を想定した経済波及効果推計調査

公表時期 調査内容
経済波及効果に関する調査

新入社員研修会
　平成２５年４月、当行行
員が講師となり、宮城県
内各地で、お取引先企業
等１０５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。
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