
震災復興委員会
　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向けた取組みを
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、実効性に応じて施策の見直しも適宜行っております。

公的資金の返済
　地域と共にある金融機関として、国と一体となって地域の復興を目指すため、平成23年12月に公的資金（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。
　以降当行は、震災関連融資などの円滑な信用供与、二重債務問題への対応、およびビジネスマッチングによるお取引先の販路
開拓支援など、公的資金の導入時に策定しました経営強化計画に掲げた施策を着実に実行することで、より力強い金融仲介機能
を発揮し、地域経済の震災からの復旧・復興に向け、全力で取り組んでまいりました。
　一方、当行の主要な営業基盤である宮城県の状況は、震災から4年以上経過し、インフラ関連工事や被災者の生活再建に向け
た防災集団移転促進事業の着工が進むなど、復興事業の加速化が求められる段階に移行しており、震災直後の先行きが不透明
な状況から、地域の復興が見通せる状況となってきております。また、震災復興支援とあわせて、経営合理化にも注力し、平成27年
3月末時点の当行単体の利益剰余金、公的資金除きの自己資本額ともに、震災前を上回る水準を確保しました。
　こうした宮城県を中心とした被災地域の復興状況、および当行の財務状況を踏まえ、公的資金を返済しても、震災復興支援の
強化（復興加速化の後押し）にも十分対応可能な財務基盤を構築できたと判断し、平成27年6月に全額返済いたしました。
　返済後におきましても、東日本大震災からの地域経済の復興に向け、全役職員が一丸となって、震災復興支援の強化に全力で
取り組んでまいります。

　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。
　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

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。

 ＜復興支援方針＞
～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。
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。　　　
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ローンセンター
苦情受付担当者

フリーダイヤル

営業渉外部 
（営業推進支援等）

取 締 役 会
 （方針の決定、組織・体制整備）

常 務 会
（推進管理状況の
分析、評価・改善）

お
客
さ
ま

苦情相談
真摯かつ適切な対応

真摯かつ適切な対応

報告･
協議

研修･
指導

連携

頭 取

審 査 部
（方針の策定・推進管理の統轄）

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）

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）

震災復興・金融円滑化に向けた態勢整備の状況

地域と共に

地域と共に ～お取引先に対する支援の状況～
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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．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。

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．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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貸出条件変更等への対応

窓口でのご相談 電話でのご相談

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」
各営業店（出張所、個人取引特化店等（注1、2）を除く）

平　日
午前9時～午後3時

フリーダイヤル

a0120-65-1077
平成28年3月31日までの平日

午前9時～午後4時30分

名　称
設置場所等

受付日
営業時間

窓口でのご相談 電話でのご相談

個人ローン ご返済相談窓口
各ローンセンター

土曜日、日曜日、祝日（注2）
午前9時～午後4時30分

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」
各営業店

午前9時～午後3時

個人ローン ご返済相談窓口
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 フリーダイヤル
各ローンセンターのフリーダイヤル

全日
午前9時～午後4時30分

名　称
設置場所等
受付日（注1）
営業時間

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

a0120-57-4377

a0120-00-5477本店ローンセンター
長町ローンセンター
泉ローンセンター

a0120-58-4377

a0120-87-4377

a0120-89-4377

仙台東口ローンセンター
石巻ローンセンター
杜せきのしたローンセンター

ローンセンター名

六丁目ローンセンター

ご利用店対応店

将監支店、泉パークタウン支店、泉中央支店、高森支店
泉崎支店、富沢支店、八本松支店、長町南支店

穀町支店、新中里支店

泉支店
長町支店
石巻支店

●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．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、岩沼西支店
注２．次の支店をご利用のお客さまの事業資金にかかるご相談につきましては、従来どおり、泉支店、長町支店および石巻支店にて対応させていただきます。

注３. 事業資金にかかるご相談窓口およびフリーダイヤルを休日等に設置する場合は、別途お知らせいたします。

●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
注２．本店ローンセンターおよび仙台東口ローンセンターへの土曜・日曜・祝日のご来店につきましては、事前に予約が必要となります。

●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２7年３月末までとしていた設置期間を、平成２8年3月３1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1,694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２7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27年3月末迄の契約締結実績）

・事業者　　　　2,058先 / 1,596億円（うち平成26年度 252先 / 144億円）
・住宅ローン他　1,690先 / 　219億円（うち平成26年度 156先 /  20億円）

平　日

＜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＞

企業支援室の体制強化によるお取引先に対する支援
　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12名（平成27年4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名の外部専門家の審査部
への常駐を開始いたしました。平成27年3月末現在、常駐する
専門家を6名に増員し、さらなる体制強化を図っております。

地域経済活性化支援機構との「特定専門家派遣」に関する契約締結
　当行は、平成26年8月、お取引先の事業再生支援ならび
に地域活性化に資する事業活動支援を目的として、地域経
済活性化支援機構（略称：REVIC）と「特定専門家派遣」に関
する契約を締結いたしました。
　当行は機構より派遣を受けた特定専門家から、専門的な知
見・ノウハウの提供を受けるとともに、特定専門家と行員が帯
同してお取引先を直接訪問し、事業再生の方向性等にかかる
助言・指導を行うなど、「特定専門家派遣」に関する契約を活用
し、コンサルティング機能のさらなる強化を図っております。
　また、特定専門家を講師とし、事業性評価の手法等につ
いての研修会を行員向けに開催するなど、行員の目利き力
の強化を図っております。

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、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。

「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。

〔お取引先支援の具体例〕
・認定機関の支援を受けた中小企業のお客さまは、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。
・認定機関の支援を受けて経営改善計画を策定したお客さまは、中小企業
庁が創設した制度を活用し、計画策定にかかる費用補助を受けることが
できます。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

審査体制の強化
　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、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」を実施しております。
　また、従来以上に迅速かつ的確な案件審査を実施するた
め、平成27年4月より、石巻地域を対象に、審査部の行員が
営業店へ常駐し案件審査を行う「常駐型審査」の試行を開
始しております。
　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、引続き審査体制の強化を図ってまいります。

出張審査訪問店数（震災後～平成２7年３月末）
延べ3,515ヵ店

駐在型審査実施日数（震災後～平成２7年３月末）
延べ241日

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、ビジネスマッチングやＭ＆Ａ、事業承継等の様々
なニーズにお応えするため、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。

各種ソリューションの提案件数（平成２7年３月末までの累計）
延べ11,954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、お取引先の海外進出や海外への販路開拓、各
種貿易取引、資金調達等の様々なニーズにお応えするた
め、平成23年3月にアジアビジネス支援室を設置し、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、積
極的な支援を行っております。

海外ビジネス支援件数（平成２6年度）
514件

●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
置されていることから、営業店と連携を強化のうえ、これら
の機関に積極的に参加しております。

自治体等との復興支援にかかるコンタクト件数（平成27年3月末までの累計）
延べ1,625件

地域と共に
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貸出条件変更等への対応

窓口でのご相談 電話でのご相談

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」
各営業店（出張所、個人取引特化店等（注1、2）を除く）

平　日
午前9時～午後3時

フリーダイヤル

a0120-65-1077
平成28年3月31日までの平日

午前9時～午後4時30分

名　称
設置場所等

受付日
営業時間

窓口でのご相談 電話でのご相談

個人ローン ご返済相談窓口
各ローンセンター

土曜日、日曜日、祝日（注2）
午前9時～午後4時30分

震災復興・金融円滑化「融資ご相談窓口」
各営業店

午前9時～午後3時

個人ローン ご返済相談窓口
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 フリーダイヤル
各ローンセンターのフリーダイヤル

全日
午前9時～午後4時30分

名　称
設置場所等
受付日（注1）
営業時間

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

a0120-57-4377

a0120-00-5477本店ローンセンター
長町ローンセンター
泉ローンセンター

a0120-58-4377

a0120-87-4377

a0120-89-4377

仙台東口ローンセンター
石巻ローンセンター
杜せきのしたローンセンター

ローンセンター名

六丁目ローンセンター

ご利用店対応店

将監支店、泉パークタウン支店、泉中央支店、高森支店
泉崎支店、富沢支店、八本松支店、長町南支店

穀町支店、新中里支店

泉支店
長町支店
石巻支店

●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．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、岩沼西支店
注２．次の支店をご利用のお客さまの事業資金にかかるご相談につきましては、従来どおり、泉支店、長町支店および石巻支店にて対応させていただきます。

注３. 事業資金にかかるご相談窓口およびフリーダイヤルを休日等に設置する場合は、別途お知らせいたします。

●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
注２．本店ローンセンターおよび仙台東口ローンセンターへの土曜・日曜・祝日のご来店につきましては、事前に予約が必要となります。

●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２7年３月末までとしていた設置期間を、平成２8年3月３1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1,694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２7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27年3月末迄の契約締結実績）

・事業者　　　　2,058先 / 1,596億円（うち平成26年度 252先 / 144億円）
・住宅ローン他　1,690先 / 　219億円（うち平成26年度 156先 /  20億円）

平　日

＜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＞

企業支援室の体制強化によるお取引先に対する支援
　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12名（平成27年4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名の外部専門家の審査部
への常駐を開始いたしました。平成27年3月末現在、常駐する
専門家を6名に増員し、さらなる体制強化を図っております。

地域経済活性化支援機構との「特定専門家派遣」に関する契約締結
　当行は、平成26年8月、お取引先の事業再生支援ならび
に地域活性化に資する事業活動支援を目的として、地域経
済活性化支援機構（略称：REVIC）と「特定専門家派遣」に関
する契約を締結いたしました。
　当行は機構より派遣を受けた特定専門家から、専門的な知
見・ノウハウの提供を受けるとともに、特定専門家と行員が帯
同してお取引先を直接訪問し、事業再生の方向性等にかかる
助言・指導を行うなど、「特定専門家派遣」に関する契約を活用
し、コンサルティング機能のさらなる強化を図っております。
　また、特定専門家を講師とし、事業性評価の手法等につ
いての研修会を行員向けに開催するなど、行員の目利き力
の強化を図っております。

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、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。

「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。

〔お取引先支援の具体例〕
・認定機関の支援を受けた中小企業のお客さまは、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。
・認定機関の支援を受けて経営改善計画を策定したお客さまは、中小企業
庁が創設した制度を活用し、計画策定にかかる費用補助を受けることが
できます。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

審査体制の強化
　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、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」を実施しております。
　また、従来以上に迅速かつ的確な案件審査を実施するた
め、平成27年4月より、石巻地域を対象に、審査部の行員が
営業店へ常駐し案件審査を行う「常駐型審査」の試行を開
始しております。
　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、引続き審査体制の強化を図ってまいります。

出張審査訪問店数（震災後～平成２7年３月末）
延べ3,515ヵ店

駐在型審査実施日数（震災後～平成２7年３月末）
延べ241日

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、ビジネスマッチングやＭ＆Ａ、事業承継等の様々
なニーズにお応えするため、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。

各種ソリューションの提案件数（平成２7年３月末までの累計）
延べ11,954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、お取引先の海外進出や海外への販路開拓、各
種貿易取引、資金調達等の様々なニーズにお応えするた
め、平成23年3月にアジアビジネス支援室を設置し、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、積
極的な支援を行っております。

海外ビジネス支援件数（平成２6年度）
514件

●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
置されていることから、営業店と連携を強化のうえ、これら
の機関に積極的に参加しております。

自治体等との復興支援にかかるコンタクト件数（平成27年3月末までの累計）
延べ1,625件

地域と共に
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復旧・復興資金への対応実績　累計 19,981件／4,982億円（震災後～平成２7年３月末）
個人向け貸出
　

件数
金額

無担保 住宅ローン 合計
3,790件
66億円

 9,056件
1,833億円

12,846件
1,899億円

［内訳］ 事業者向け貸出
　

件数
金額

運転資金 設備資金 合計
5,265件

2,056億円
1,870件

1,027億円
7,135件

3,083億円
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。

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を支援するため、直
接当行がご融資する住宅ローンに加え、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。

※住宅金融支援機構受理ベース（平成２7年4月３０日時点）

災害復興住宅融資取扱実績（平成27年3月末)

5,224件/952億円（うち平成26年度 731件/158億円）

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、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、
商品内容を拡充しております。

七十七震災復興支援住宅ローン（集団移転・借地型）取扱実績（平成27年3月末）

139件/30億円

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り利子
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」のお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27年3月末)

5,132件/1,106億円（うち平成26年度 174件/33億円） 

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や設
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、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金」などを活
用し、復興に取り組むお客さまに対して、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。

｢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27年3月末)

つなぎ資金実績　   637件/457億円
自己資金部分実績　144件/109億円 

DDS（デット・デット・スワップ）、DES（デット・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
手法です。
　ＤＤＳの導入により、当該お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、当該お取引先
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、引続きお取引先の経営状態に応じて、活用の提案を行っ
てまいります。

企業支援室による事業再生支援先に対する支援
　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26年度は、特に再生支援策の立案・実行に取り組む
必要がある70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、33先のお取引先の業況等が改善い
たしました。

●中小企業再生支援協議会等の活用
　当行では、従来より、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
を図っておりますが、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。
　このような取組みの結果、震災後、平成27年3月末まで
に、60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、地域経済活性化支援機構
（略称：REVIC）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の実施
　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27年3月末迄に、117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。

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お取引先を「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。
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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26年度）

うち宮城県内取引先
（宮城県外本社の上場企業を除く）

（単位：先、億円）

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32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27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。

　また、外部専門家が講師となり、営業店長や融資担当者
等向けに事例研究・演習を通じた実践力の向上を図る「事業
再生・経営改善セミナー」を開催しているほか、外部専門家
の専門的な知見・ノウハウ等を「見える化」し、行員による習
得を目的として、「経営改善計画策定支援マニュアル」を平
成27年1月より月1回のペースで発行するなど、外部専門
家と連携し、行員の目利き力・コンサルティング力の強化を
図っております。

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27年3月末迄)

261件（うち平成26年度 101件）

地域と共に
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復旧・復興資金への対応実績　累計 19,981件／4,982億円（震災後～平成２7年３月末）
個人向け貸出
　

件数
金額

無担保 住宅ローン 合計
3,790件
66億円

 9,056件
1,833億円

12,846件
1,899億円

［内訳］ 事業者向け貸出
　

件数
金額

運転資金 設備資金 合計
5,265件

2,056億円
1,870件

1,027億円
7,135件

3,083億円
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。

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を支援するため、直
接当行がご融資する住宅ローンに加え、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。

※住宅金融支援機構受理ベース（平成２7年4月３０日時点）

災害復興住宅融資取扱実績（平成27年3月末)

5,224件/952億円（うち平成26年度 731件/158億円）

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、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、
商品内容を拡充しております。

七十七震災復興支援住宅ローン（集団移転・借地型）取扱実績（平成27年3月末）

139件/30億円

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り利子
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」のお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27年3月末)

5,132件/1,106億円（うち平成26年度 174件/33億円） 

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や設
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、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金」などを活
用し、復興に取り組むお客さまに対して、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。

｢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27年3月末)

つなぎ資金実績　   637件/457億円
自己資金部分実績　144件/109億円 

DDS（デット・デット・スワップ）、DES（デット・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
手法です。
　ＤＤＳの導入により、当該お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、当該お取引先
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、引続きお取引先の経営状態に応じて、活用の提案を行っ
てまいります。

企業支援室による事業再生支援先に対する支援
　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26年度は、特に再生支援策の立案・実行に取り組む
必要がある70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、33先のお取引先の業況等が改善い
たしました。

●中小企業再生支援協議会等の活用
　当行では、従来より、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
を図っておりますが、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。
　このような取組みの結果、震災後、平成27年3月末まで
に、60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、地域経済活性化支援機構
（略称：REVIC）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の実施
　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27年3月末迄に、117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。

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お取引先を「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。
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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32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27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。

　また、外部専門家が講師となり、営業店長や融資担当者
等向けに事例研究・演習を通じた実践力の向上を図る「事業
再生・経営改善セミナー」を開催しているほか、外部専門家
の専門的な知見・ノウハウ等を「見える化」し、行員による習
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成27年1月より月1回のペースで発行するなど、外部専門
家と連携し、行員の目利き力・コンサルティング力の強化を
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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
「住宅再建まるごと相談会」等を共催するなど、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、ご利用について意向を確認することを徹底して
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。

外部専門家と連携した東日本大震災事業者再生支援機構の活用提案
・宮城県沿岸部で中国料理店を営む個人事業主Ａ氏は、津波により自宅が

流失したほか、店舗も損壊するなど、震災で甚大な被害を受けました。
・グループ補助金等で店舗を修復し、事業を再開しましたが、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氏の再生支援には震災前債権の買取
機能を有する、本機構の活用が最適であると判断し、活用について提案
いたしました。

・その後、本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氏の事業再生計画の策定支援を行い、本機構に支援を申請、
支援決定に至りました。当行は、今後予定されている設備資金への対応
を始め、引き続きＡ氏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

●宮城産業復興機構等を活用した支援
　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、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。

産業復興機構支援決定先 （当行分）
69件（平成27年3月末）

公的機関の活用による事業再生支援の実施
●東日本大震災事業者再生支援機構を活用した支援
　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）
150件（平成27年3月末）

私的整理ガイドライン対応実績（平成27年3月末）

相談受付　　　　　 491件（うち平成26年度 18件）
申出受付　　　　　 240件（うち平成26年度 19件）
弁済計画案受付　　 195件（うち平成26年度 20件）
弁済計画案同意件数 192件（うち平成26年度 30件）
　　　　　　　　　　　　　　    （不同意はゼロ）

個人債務者の私的整理に関するガイドラインへの対応 
地方創生にかかる推進態勢整備
●地方創生推進デスクの設置等
　平成26年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地方公共団体がまとめる「地方版総合戦略」の策
定･推進を支援するため、平成27年4月、地域開発部に本部横断的な支援を行う「地方創生推進デスク」を設置したほか、地方
公共団体取引営業店33ヵ店(注)の営業店長を「地方創生担当」とし、地方創生に対する推進態勢を整備いたしました。
　地方創生推進デスクと地方公共団体取引営業店を中心として、地方公共団体が策定する「地方版総合戦略」について、当行
が持つ知見等に基づく情報提供・分析・提案等の協力ならびに地域金融機能の高度化を通じて、地域の復興・発展へ貢献して
まいります。
　なお、民間からの優れた意見を取り入れるために宮城県が設置した「地方創生に関する『民の力』提案受付窓口」に対し、当行は
積極的に提案を行っており、今後も主体的な関与を行ってまいります。
(注)地方公共団体取引営業店：県庁支店、仙台市役所支店、塩釡支店、多賀城支店、矢本支店、石巻支店、気仙沼支店、古川支店、築館支店、佐沼支店、白石支店、角田支店、岩沼支店、
増田支店、富谷支店、松島支店、七ヶ浜支店、利府支店、女川支店、志津川支店、吉岡支店、中新田支店、小牛田支店、涌谷支店、蔵王支店、大河原支店、船岡支店、村田支店、
丸森支店、亘理支店、山下支店、川崎支店、原町支店（以上33ヵ店）

●地方を取り巻く環境の変化と課題にかかる研修会の開催
　地方を取り巻く環境の変化等を踏まえ、平成27年4月、外部講師を招き、当行役
員、本部部課長および営業店長他計265名を対象に研修会を開催いたしました。
　第一部では、野村證券㈱金融公共公益法人部の和田理都子主任研究員を講師
として、「地方都市の人口問題を踏まえた地方銀行の役割」について、第二部では、
宮城県震災復興・企画部震災復興政策課の末永仁一副参事兼課長補佐を講師とし
て、「宮城県の地方創生への取組み」について、それぞれご講義いただきました。

●「プレミアム付商品券」の取扱い
　国の地方創生関連施策の一環である、地域消費喚起・生活支援のための交付金
を利用した「プレミアム付商品券」に関し、平成27年4月、県内第1号として開始さ
れた多賀城・七ヶ浜商工会の「多賀城市・七ヶ浜町共通たがもん・ボーちゃん商品
券」を当行多賀城支店、七ヶ浜支店の窓口でお取扱いいたしました。
　本商品券は、地域の商店等で使用されることによる地元消費の拡大、地域経済
の活性化を目的としたものであり、当行は県内各地の商品券事業のお取扱いを通
じて、地方創生の取組みに積極的に関与・協力するとともに、地域の復興・発展に貢
献してまいります。

地方創生への取組み

●有給インターンシップ　ワークプレイスメント説明会の開催
　平成27年6月、七十七ビジネスマッチングサービスの提携先である「株式会社ナ
ジック・アイ・サポート」と連携し「有給インターンシップ　ワークプレイスメント説明
会」を開催いたしました。
　本説明会は、県内大卒者の地元就職率向上やUIJターンを促進するものであり、
人口減少社会への対応や地域の担い手育成といった地方創生に資する取組みとし
て注目されております。
　地元企業の人材確保といった課題を解決するとともに、雇用創出につながる本
取組みに対し、当行は積極的に関与・協力してまいります。
※ワークプレイスメント：大学生を派遣社員として有給で受け入れ、自社の魅力や特徴を大学生に直接伝えるとともに、
実務を通じて企業が求める人材を見出すことができる職業体験プログラム

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
「住宅再建まるごと相談会」等を共催するなど、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、ご利用について意向を確認することを徹底して
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。

外部専門家と連携した東日本大震災事業者再生支援機構の活用提案
・宮城県沿岸部で中国料理店を営む個人事業主Ａ氏は、津波により自宅が

流失したほか、店舗も損壊するなど、震災で甚大な被害を受けました。
・グループ補助金等で店舗を修復し、事業を再開しましたが、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氏の再生支援には震災前債権の買取
機能を有する、本機構の活用が最適であると判断し、活用について提案
いたしました。

・その後、本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氏の事業再生計画の策定支援を行い、本機構に支援を申請、
支援決定に至りました。当行は、今後予定されている設備資金への対応
を始め、引き続きＡ氏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

●宮城産業復興機構等を活用した支援
　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、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。

産業復興機構支援決定先 （当行分）
69件（平成27年3月末）

公的機関の活用による事業再生支援の実施
●東日本大震災事業者再生支援機構を活用した支援
　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）
150件（平成27年3月末）

私的整理ガイドライン対応実績（平成27年3月末）

相談受付　　　　　 491件（うち平成26年度 18件）
申出受付　　　　　 240件（うち平成26年度 19件）
弁済計画案受付　　 195件（うち平成26年度 20件）
弁済計画案同意件数 192件（うち平成26年度 30件）
　　　　　　　　　　　　　　    （不同意はゼロ）

個人債務者の私的整理に関するガイドラインへの対応 
地方創生にかかる推進態勢整備
●地方創生推進デスクの設置等
　平成26年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地方公共団体がまとめる「地方版総合戦略」の策
定･推進を支援するため、平成27年4月、地域開発部に本部横断的な支援を行う「地方創生推進デスク」を設置したほか、地方
公共団体取引営業店33ヵ店(注)の営業店長を「地方創生担当」とし、地方創生に対する推進態勢を整備いたしました。
　地方創生推進デスクと地方公共団体取引営業店を中心として、地方公共団体が策定する「地方版総合戦略」について、当行
が持つ知見等に基づく情報提供・分析・提案等の協力ならびに地域金融機能の高度化を通じて、地域の復興・発展へ貢献して
まいります。
　なお、民間からの優れた意見を取り入れるために宮城県が設置した「地方創生に関する『民の力』提案受付窓口」に対し、当行は
積極的に提案を行っており、今後も主体的な関与を行ってまいります。
(注)地方公共団体取引営業店：県庁支店、仙台市役所支店、塩釡支店、多賀城支店、矢本支店、石巻支店、気仙沼支店、古川支店、築館支店、佐沼支店、白石支店、角田支店、岩沼支店、
増田支店、富谷支店、松島支店、七ヶ浜支店、利府支店、女川支店、志津川支店、吉岡支店、中新田支店、小牛田支店、涌谷支店、蔵王支店、大河原支店、船岡支店、村田支店、
丸森支店、亘理支店、山下支店、川崎支店、原町支店（以上33ヵ店）

●地方を取り巻く環境の変化と課題にかかる研修会の開催
　地方を取り巻く環境の変化等を踏まえ、平成27年4月、外部講師を招き、当行役
員、本部部課長および営業店長他計265名を対象に研修会を開催いたしました。
　第一部では、野村證券㈱金融公共公益法人部の和田理都子主任研究員を講師
として、「地方都市の人口問題を踏まえた地方銀行の役割」について、第二部では、
宮城県震災復興・企画部震災復興政策課の末永仁一副参事兼課長補佐を講師とし
て、「宮城県の地方創生への取組み」について、それぞれご講義いただきました。

●「プレミアム付商品券」の取扱い
　国の地方創生関連施策の一環である、地域消費喚起・生活支援のための交付金
を利用した「プレミアム付商品券」に関し、平成27年4月、県内第1号として開始さ
れた多賀城・七ヶ浜商工会の「多賀城市・七ヶ浜町共通たがもん・ボーちゃん商品
券」を当行多賀城支店、七ヶ浜支店の窓口でお取扱いいたしました。
　本商品券は、地域の商店等で使用されることによる地元消費の拡大、地域経済
の活性化を目的としたものであり、当行は県内各地の商品券事業のお取扱いを通
じて、地方創生の取組みに積極的に関与・協力するとともに、地域の復興・発展に貢
献してまいります。

地方創生への取組み

●有給インターンシップ　ワークプレイスメント説明会の開催
　平成27年6月、七十七ビジネスマッチングサービスの提携先である「株式会社ナ
ジック・アイ・サポート」と連携し「有給インターンシップ　ワークプレイスメント説明
会」を開催いたしました。
　本説明会は、県内大卒者の地元就職率向上やUIJターンを促進するものであり、
人口減少社会への対応や地域の担い手育成といった地方創生に資する取組みとし
て注目されております。
　地元企業の人材確保といった課題を解決するとともに、雇用創出につながる本
取組みに対し、当行は積極的に関与・協力してまいります。
※ワークプレイスメント：大学生を派遣社員として有給で受け入れ、自社の魅力や特徴を大学生に直接伝えるとともに、
実務を通じて企業が求める人材を見出すことができる職業体験プログラム

地域と共に

地域と共に ～地域経済活性化への取組状況～
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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27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。

「＜七十七＞まちづくりカレッジ」の開催
　当行は、公共インフラの老朽化対策として注目を集めて
いるＰＰＰ/ＰＦＩの活用促進を図るため、内閣府、日本政策投
資銀行との共催により、地方公共団体向けの講座「＜七十七＞
まちづくりカレッジ」を開催しております。
　本講座は、地方公共団体の公共インフラ整備に関連する
部署の方々を対象に、平成26年度下半期から平成27年度
上半期までの1年間にわたり開催するもので、平成26年11
月には、ＰＰＰ/ＰＦＩを取り巻く環境や動向に関するセミナーを
開催いたしました。
　平成27年1月と5月には、先進的な取組みを行っている
地公体の職員を講師とし、事
例研究を行ったほか、ワーキ
ング形式の意見交換を行いま
した。

・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）
・女川町／女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業（融資金融機関）

◎当行の宮城県内におけるＰＦＩ取組実績

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10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っております。

地方公共団体との連携

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

平成26年3月末

平成27年3月末

35

35

6,249

6,367

36

36

15,833

15,091

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。

●㈱民間資金等活用事業推進機構への出資および連携
　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（以下、「ＰＦＩ推進機構」と
いう）が設立され、当行では本機構の設立にあたり、1億円の
出資を行いました。
　平成27年3月には、ＰＦＩ推進機構と協調で、女川町初とな
る独立採算型ＰＦＩ事業の事業主体に対して融資を実行いたし
ました。本件は、ＰＦＩ推進機構における第1号の投融資案件で
あるとともに、当行における独立採算型ＰＦＩ事業への第1号
の取組み案件となりました。
(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。

当行が参加している主な復興関連有識者会議等

◯復興推進協議会
仙台市復興推進協議会　　　　　　富谷町復興推進協議会

塩釡市復興推進計画地域協議会　　大衡村復興推進協議会

気仙沼市復興特区金融協議会　　　南相馬市復興推進協議会

岩沼市復興推進協議会　　　　　　大船渡市復興推進協議会

栗原市復興推進協議会　　　　　　陸前高田市復興推進協議会

蔵王町復興推進協議会　　　　　　釡石市復興推進協議会

山元町復興推進協議会　　　　　　いわき市産業復興・雇用創出協議会

大和町復興推進協議会

◯その他会議等
一般社団法人東松島みらいとし機構

一般社団法人南三陸福興まちづくり機構

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

震災復興販路回復・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

「ふるさと投資」連絡会議

ものづくり産業への支援・産学官ネットワークの強化
ものづくり産業への支援
　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。

●電子記録債権を活用した女川町災害公営住宅建設事業
　等支援スキーム構築に関する業務協力協定締結
　平成25年12月、当行では、女川町が実施する災害公営
住宅建設事業の円滑な業務運営等を支援するため、三菱東
京ＵＦＪ銀行および三菱総合研究所と「電子記録債権を活用
した女川町災害公営住宅建設事業等支援スキーム構築に
関する業務協力協定」を締結いたしました。
　本協定は、地元金融機関である当行の復興支援等に関す
る実績や知見と、三菱東京ＵＦＪ銀行および三菱総合研究所
が実績を有する電子記録債権等を用いた支援機能を活用
することで､女川町災害公営住宅建設事業の円滑な運営な
らびに地元建設業者等への円滑な資金供給を行うため新
たな金融スキームを検討していくものです。

産学官ネットワークの強化
●東北大学との連携協定の締結
　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。
　平成25年2月、11月には、当行と東北大学が連携し、お取
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、東北大学の研究室を訪問する「東北大学ラボツ
アー1･2」を開催し、累計約120名の方にご参加いただきま
した。参加者は自社の技術課題の解決などに活用すべく、
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。
　また、平成26年度は、11月に「東北大学ラボツアー3」を
開催しました。延べ72社・団体
81名の皆さまにご参加いた
だき、4日間にわたりＩＬＣ・自動
車関連分野や食品、医療機器、
バイオマスエネルギー分野に
関する12の研究室の視察を
行いました。

●「『ふるさと投資』連絡会議」への参加
　当行は、平成26年10月、地域経済の活性化を支援する
ために、内閣官房地域活性化統合事務局（現：内閣府地方創
生推進室）により設立された「『ふるさと投資』連絡会議」に
参加しております。
　本会議は、地域の資源を活用したプロジェクトを支援し、
地方への新たな資金の流れをつくる「ふるさと投資」（注）の
普及・促進を図ることを目的に、地方公共団体や地域金融機
関で構成され、各地の先進的な取組みの研究等を通じて、
地域経済活性化の支援へ繋げていくものです。
（注）地域資源の活用やブランド化など、地域活性化に資する取組みを支える様々な事

業に対するクラウドファンディング等の手法を用いた小口投資のことを言います。

（注）フォワード30は、平成27年6月30日をもってお取扱いを終了しています。

東北大学ラボツアー3見学コースの一例

食品関連コース

ILC・自動車関連コース

医療機器関連コース

成長分野コース
（バイオマス・エネルギー関連）

苦味の感じ方の個人差の体験と
味受容体の遺伝子多型による解説

触覚・触感に基づく医療福祉機器の開発

電子陽電子衝突器により
宇宙創成の謎に迫る

油糧バイオマスの有効利用技術開発
（生理活性物質回収と燃料化）

農学研究科

農学研究科

理学研究科

医工学研究科

コース 見学先 テーマ名

●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・支援機能の取組みを強化する観点から、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 宮城県内取扱実績

宮城県内商工会議所等との提携実績（平成27年3月末）

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>

788件/
6,590百万円

宮城県商工会連合会

仙台商工会議所

石巻商工会議所

古川商工会議所

塩釡商工会議所

気仙沼商工会議所

地域と共に
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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27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。

「＜七十七＞まちづくりカレッジ」の開催
　当行は、公共インフラの老朽化対策として注目を集めて
いるＰＰＰ/ＰＦＩの活用促進を図るため、内閣府、日本政策投
資銀行との共催により、地方公共団体向けの講座「＜七十七＞
まちづくりカレッジ」を開催しております。
　本講座は、地方公共団体の公共インフラ整備に関連する
部署の方々を対象に、平成26年度下半期から平成27年度
上半期までの1年間にわたり開催するもので、平成26年11
月には、ＰＰＰ/ＰＦＩを取り巻く環境や動向に関するセミナーを
開催いたしました。
　平成27年1月と5月には、先進的な取組みを行っている
地公体の職員を講師とし、事
例研究を行ったほか、ワーキ
ング形式の意見交換を行いま
した。

・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）
・女川町／女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業（融資金融機関）

◎当行の宮城県内におけるＰＦＩ取組実績

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10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っております。

地方公共団体との連携

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

平成26年3月末

平成27年3月末

35

35

6,249

6,367

36

36

15,833

15,091

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。

●㈱民間資金等活用事業推進機構への出資および連携
　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（以下、「ＰＦＩ推進機構」と
いう）が設立され、当行では本機構の設立にあたり、1億円の
出資を行いました。
　平成27年3月には、ＰＦＩ推進機構と協調で、女川町初とな
る独立採算型ＰＦＩ事業の事業主体に対して融資を実行いたし
ました。本件は、ＰＦＩ推進機構における第1号の投融資案件で
あるとともに、当行における独立採算型ＰＦＩ事業への第1号
の取組み案件となりました。
(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。

当行が参加している主な復興関連有識者会議等

◯復興推進協議会
仙台市復興推進協議会　　　　　　富谷町復興推進協議会

塩釡市復興推進計画地域協議会　　大衡村復興推進協議会

気仙沼市復興特区金融協議会　　　南相馬市復興推進協議会

岩沼市復興推進協議会　　　　　　大船渡市復興推進協議会

栗原市復興推進協議会　　　　　　陸前高田市復興推進協議会

蔵王町復興推進協議会　　　　　　釡石市復興推進協議会

山元町復興推進協議会　　　　　　いわき市産業復興・雇用創出協議会

大和町復興推進協議会

◯その他会議等
一般社団法人東松島みらいとし機構

一般社団法人南三陸福興まちづくり機構

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

震災復興販路回復・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

「ふるさと投資」連絡会議

ものづくり産業への支援・産学官ネットワークの強化
ものづくり産業への支援
　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。

●電子記録債権を活用した女川町災害公営住宅建設事業
　等支援スキーム構築に関する業務協力協定締結
　平成25年12月、当行では、女川町が実施する災害公営
住宅建設事業の円滑な業務運営等を支援するため、三菱東
京ＵＦＪ銀行および三菱総合研究所と「電子記録債権を活用
した女川町災害公営住宅建設事業等支援スキーム構築に
関する業務協力協定」を締結いたしました。
　本協定は、地元金融機関である当行の復興支援等に関す
る実績や知見と、三菱東京ＵＦＪ銀行および三菱総合研究所
が実績を有する電子記録債権等を用いた支援機能を活用
することで､女川町災害公営住宅建設事業の円滑な運営な
らびに地元建設業者等への円滑な資金供給を行うため新
たな金融スキームを検討していくものです。

産学官ネットワークの強化
●東北大学との連携協定の締結
　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。
　平成25年2月、11月には、当行と東北大学が連携し、お取
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、東北大学の研究室を訪問する「東北大学ラボツ
アー1･2」を開催し、累計約120名の方にご参加いただきま
した。参加者は自社の技術課題の解決などに活用すべく、
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。
　また、平成26年度は、11月に「東北大学ラボツアー3」を
開催しました。延べ72社・団体
81名の皆さまにご参加いた
だき、4日間にわたりＩＬＣ・自動
車関連分野や食品、医療機器、
バイオマスエネルギー分野に
関する12の研究室の視察を
行いました。

●「『ふるさと投資』連絡会議」への参加
　当行は、平成26年10月、地域経済の活性化を支援する
ために、内閣官房地域活性化統合事務局（現：内閣府地方創
生推進室）により設立された「『ふるさと投資』連絡会議」に
参加しております。
　本会議は、地域の資源を活用したプロジェクトを支援し、
地方への新たな資金の流れをつくる「ふるさと投資」（注）の
普及・促進を図ることを目的に、地方公共団体や地域金融機
関で構成され、各地の先進的な取組みの研究等を通じて、
地域経済活性化の支援へ繋げていくものです。
（注）地域資源の活用やブランド化など、地域活性化に資する取組みを支える様々な事

業に対するクラウドファンディング等の手法を用いた小口投資のことを言います。

（注）フォワード30は、平成27年6月30日をもってお取扱いを終了しています。

東北大学ラボツアー3見学コースの一例

食品関連コース

ILC・自動車関連コース

医療機器関連コース

成長分野コース
（バイオマス・エネルギー関連）

苦味の感じ方の個人差の体験と
味受容体の遺伝子多型による解説

触覚・触感に基づく医療福祉機器の開発

電子陽電子衝突器により
宇宙創成の謎に迫る

油糧バイオマスの有効利用技術開発
（生理活性物質回収と燃料化）

農学研究科

農学研究科

理学研究科

医工学研究科

コース 見学先 テーマ名

●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・支援機能の取組みを強化する観点から、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 宮城県内取扱実績

宮城県内商工会議所等との提携実績（平成27年3月末）

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>

788件/
6,590百万円

宮城県商工会連合会

仙台商工会議所

石巻商工会議所

古川商工会議所

塩釡商工会議所

気仙沼商工会議所

地域と共に
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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27年3月末現在17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
進に向け対応をしております。
　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、お取引先に対し積極的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。

電子記録債権版一括ファクタリングの取扱開始
　平成26年3月、当行は、中小企業のお客さまの円滑な資金調達
支援の一環として、三井住友銀行およびＳＭＢＣ電子債権記録㈱
と提携し、電子記録債権を活用した一括ファクタリングサービス
のお取扱いを開始いたしました。
　このサービスにより、支払企業は、支払手形の発行を削減するこ
とで事務負担の軽減および印紙代の削減を図ることができるほ
か、仕入先企業にとっても、受取手形の削減による事務負担の軽
減に加えて、必要に応じ支払期日前の資金化が可能となります。
　なお、電子記録債権の支払期日前の資金化は、手形割引とは異
なり、支払企業の信用力に基づいて行われるため、仕入先企業は
自社の与信枠を使用せずに資金調達することが可能となります。

ＡＢＬの活用による再生可能エネルギー事業の支援
・Ｂ社は再生可能エネルギー導入に積極的な大崎市において、地元有力

企業4社主体で設立された太陽光発電事業会社です。
・震災・原発事故を契機としたエネルギー供給の不安定化などを背景に、

大崎市が再生可能エネルギー推進と豊かな地域産業の活性化を目指
し、市有地でメガソーラー事業を行う地元事業者を初めて公募するな
か、プロポーザル方式による審査を経て、B社が選定されました。

・当行は、Ｂ社が大崎市有地の貸与を受け、太陽光パネル約4,200枚を設
置する発電所を建設するにあたり、計画当初から参画し、太陽光発電設
備および太陽光売電債権を担保としたＡＢＬを実行いたしました。

◎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
・売掛債権：電子記録債権、診療報酬債権

担保の例：米

＜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：工作機械

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、当行ではこれまでみ
やぎ復興ブリッジファンドと東日本大震災中小企業復興支援ファ
ンドを活用し、お取引先12社に対する投資を実行いたしました。
　また、平成27年3月末にみやぎ復興ブリッジファンドの投資
期間が終了することおよび震災復興のステージの移行を踏ま
え、より幅広い事業者を支援するファンドとして、平成26年12月
に、地域経済活性化支援機構（略称：REVIC）および日本政策
投資銀行（略称：DBJ）と新たに「みやぎ復興・地域活性化支援
ファンド」（正式名称：みやぎ復興・地域活性化支援投資事業有
限責任組合）を組成いたしました。

みやぎ復興・地域活性化支援ファンド第1号案件
・Ｃ社は、福島県南相馬市を中心に、港湾・道路・上下水道等の土木工事や

土壌改良工事、住宅・工場・医療施設等の建築工事に幅広く取り組み、地
域のインフラに貢献している総合建設業者です。

・震災では、Ｃ社も甚大な被害を受けましたが、地域のインフラの核を担
う企業として、全社員一丸となって復旧・復興工事に取り組みました。

・Ｃ社は、平成26年5月に後継者への経営の承継を行いましたが、平成27
年3月、新たに設立した持株会社を通じたＭＢＯにより資本（株式）の承継
を行い、今後更なる成長を目指して事業を展開することといたしました。

・当行では、Ｃ社経営者一族のニーズに応じ、外部専門家と連携のうえ、事
業承継等にかかる支援を行うとともに、持株会社の株式取得資金とし
て、みやぎ復興・地域活性化支援ファンドの活用を提案、同ファンドの第
1号案件として投資実行に至りました。

◎取組事例

※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

50億円 平成26年
12月8日

みやぎ復興・
地域活性化支援
ファンド

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
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、
地域経済活性化支援機構

東日本大震災
中小企業
復興支援ファンド

資金供給手段の多様化への取組み

ＡＢＬ実行実績（震災後～平成27年3月末迄）

90件/150億円（うち平成26年度 25件/47億円）

●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、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しております。
　平成26年9月には、山形県のさくらんぼ、ラ・フランス等
の果樹生産者が中心となって設立した6次産業化事業体
（合弁企業）に対して695万円の投資を実行いたしました。

●マリッジパートナーズ（株）との業務提携
　平成27年5月、事業承継の課題を抱えるお取引先を支援
するため、後継者等へ結婚相手紹介サービスを提供するマ
リッジパートナーズ㈱と「業務提携契約書」を締結いたしま
した。本提携を活用し、お取引先の円滑な事業承継を支援し
てまいります。

医療・介護分野
　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27年
3月末までに841件ご利用いただいております。

「まちエネ大学 宮城・仙台スクール」への協賛
　当行は、再生可能エネルギーを活用した新規事業や、
まちづくり等を検討しているお取引先等を支援するため、
経済産業省資源エネルギー庁が実施する人材育成事業
「まちエネ大学」に協賛しております。
　「まちエネ大学」では、平成26年7月に開催したプレイベン
トを皮切りに、平成26年9月から平成27年1月にかけて当行
本店で行われた全4回の講座において、再生エネルギー分野
のエキスパートやトップランナーを講師に迎え、事業開始に
必要な基礎知識や事業プラン作成等に関するワークショップ
を開催いたしました。
　最終回では、ゲスト審査
員を迎え、全7グループが
今後の事業化を見据えた
具体的なビジネスプラン
の発表を行いました。

成長分野への取組み
再生可能エネルギー発電事業
　「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、宮城県内各地で太陽光発電などの事業化
の動きが進展しております。
　当行では、本部と営業店が一体となり、太陽光発電など
の再生可能エネルギー事業の事業構想ヒアリングや情報
提供のほか、計画策定のアドバイスや資金計画の検証に至
るまで、当行が独自に作成したチェックリスト等を活用しな
がら、専門的なソリューション提供と積極的な資金供給に取
り組んでおります。
　現在、太陽光発電事業を主体とする再生可能エネルギー
事業の急拡大を背景に、政府による固定価格買取制度の見
直しが行われているなか、国の施策の動向等を注視しなが
ら、今後も支援を継続してまいります。

再生可能エネルギー関連融資実績（取扱額ベース）（震災後～平成27年3月末）
73先/262億円

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。

事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２6年度）
自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 355件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBOの提案  285件

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ため、農業経営アドバイザーの
資格取得を推奨しており、平成27年3月末現在21名の行員
が同資格を取得しております。
　また、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＜美の里＞」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。
　平成26年12月には、宮城県とともに「農林漁業6次産業化
推進セミナー」を開催し、6次産業化の取組みに対する支援
ツールの一つである「農林漁業成長産業化ファンド」の概要
と、活用ポイントや、最新の取組事例などについて情報提供
を行い、農林漁業関連団体や農林水産物の加工・販売を行う
2次・3次事業者等、87名の方にご参加いただきました。
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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27年3月末現在17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
進に向け対応をしております。
　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、お取引先に対し積極的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。

電子記録債権版一括ファクタリングの取扱開始
　平成26年3月、当行は、中小企業のお客さまの円滑な資金調達
支援の一環として、三井住友銀行およびＳＭＢＣ電子債権記録㈱
と提携し、電子記録債権を活用した一括ファクタリングサービス
のお取扱いを開始いたしました。
　このサービスにより、支払企業は、支払手形の発行を削減するこ
とで事務負担の軽減および印紙代の削減を図ることができるほ
か、仕入先企業にとっても、受取手形の削減による事務負担の軽
減に加えて、必要に応じ支払期日前の資金化が可能となります。
　なお、電子記録債権の支払期日前の資金化は、手形割引とは異
なり、支払企業の信用力に基づいて行われるため、仕入先企業は
自社の与信枠を使用せずに資金調達することが可能となります。

ＡＢＬの活用による再生可能エネルギー事業の支援
・Ｂ社は再生可能エネルギー導入に積極的な大崎市において、地元有力

企業4社主体で設立された太陽光発電事業会社です。
・震災・原発事故を契機としたエネルギー供給の不安定化などを背景に、

大崎市が再生可能エネルギー推進と豊かな地域産業の活性化を目指
し、市有地でメガソーラー事業を行う地元事業者を初めて公募するな
か、プロポーザル方式による審査を経て、B社が選定されました。

・当行は、Ｂ社が大崎市有地の貸与を受け、太陽光パネル約4,200枚を設
置する発電所を建設するにあたり、計画当初から参画し、太陽光発電設
備および太陽光売電債権を担保としたＡＢＬを実行いたしました。

◎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
・売掛債権：電子記録債権、診療報酬債権

担保の例：米

＜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：工作機械

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、当行ではこれまでみ
やぎ復興ブリッジファンドと東日本大震災中小企業復興支援ファ
ンドを活用し、お取引先12社に対する投資を実行いたしました。
　また、平成27年3月末にみやぎ復興ブリッジファンドの投資
期間が終了することおよび震災復興のステージの移行を踏ま
え、より幅広い事業者を支援するファンドとして、平成26年12月
に、地域経済活性化支援機構（略称：REVIC）および日本政策
投資銀行（略称：DBJ）と新たに「みやぎ復興・地域活性化支援
ファンド」（正式名称：みやぎ復興・地域活性化支援投資事業有
限責任組合）を組成いたしました。

みやぎ復興・地域活性化支援ファンド第1号案件
・Ｃ社は、福島県南相馬市を中心に、港湾・道路・上下水道等の土木工事や

土壌改良工事、住宅・工場・医療施設等の建築工事に幅広く取り組み、地
域のインフラに貢献している総合建設業者です。

・震災では、Ｃ社も甚大な被害を受けましたが、地域のインフラの核を担
う企業として、全社員一丸となって復旧・復興工事に取り組みました。

・Ｃ社は、平成26年5月に後継者への経営の承継を行いましたが、平成27
年3月、新たに設立した持株会社を通じたＭＢＯにより資本（株式）の承継
を行い、今後更なる成長を目指して事業を展開することといたしました。

・当行では、Ｃ社経営者一族のニーズに応じ、外部専門家と連携のうえ、事
業承継等にかかる支援を行うとともに、持株会社の株式取得資金とし
て、みやぎ復興・地域活性化支援ファンドの活用を提案、同ファンドの第
1号案件として投資実行に至りました。

◎取組事例

※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

50億円 平成26年
12月8日

みやぎ復興・
地域活性化支援
ファンド

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
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、
地域経済活性化支援機構

東日本大震災
中小企業
復興支援ファンド

資金供給手段の多様化への取組み

ＡＢＬ実行実績（震災後～平成27年3月末迄）

90件/150億円（うち平成26年度 25件/47億円）

●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、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しております。
　平成26年9月には、山形県のさくらんぼ、ラ・フランス等
の果樹生産者が中心となって設立した6次産業化事業体
（合弁企業）に対して695万円の投資を実行いたしました。

●マリッジパートナーズ（株）との業務提携
　平成27年5月、事業承継の課題を抱えるお取引先を支援
するため、後継者等へ結婚相手紹介サービスを提供するマ
リッジパートナーズ㈱と「業務提携契約書」を締結いたしま
した。本提携を活用し、お取引先の円滑な事業承継を支援し
てまいります。

医療・介護分野
　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27年
3月末までに841件ご利用いただいております。

「まちエネ大学 宮城・仙台スクール」への協賛
　当行は、再生可能エネルギーを活用した新規事業や、
まちづくり等を検討しているお取引先等を支援するため、
経済産業省資源エネルギー庁が実施する人材育成事業
「まちエネ大学」に協賛しております。
　「まちエネ大学」では、平成26年7月に開催したプレイベン
トを皮切りに、平成26年9月から平成27年1月にかけて当行
本店で行われた全4回の講座において、再生エネルギー分野
のエキスパートやトップランナーを講師に迎え、事業開始に
必要な基礎知識や事業プラン作成等に関するワークショップ
を開催いたしました。
　最終回では、ゲスト審査
員を迎え、全7グループが
今後の事業化を見据えた
具体的なビジネスプラン
の発表を行いました。

成長分野への取組み
再生可能エネルギー発電事業
　「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、宮城県内各地で太陽光発電などの事業化
の動きが進展しております。
　当行では、本部と営業店が一体となり、太陽光発電など
の再生可能エネルギー事業の事業構想ヒアリングや情報
提供のほか、計画策定のアドバイスや資金計画の検証に至
るまで、当行が独自に作成したチェックリスト等を活用しな
がら、専門的なソリューション提供と積極的な資金供給に取
り組んでおります。
　現在、太陽光発電事業を主体とする再生可能エネルギー
事業の急拡大を背景に、政府による固定価格買取制度の見
直しが行われているなか、国の施策の動向等を注視しなが
ら、今後も支援を継続してまいります。

再生可能エネルギー関連融資実績（取扱額ベース）（震災後～平成27年3月末）
73先/262億円

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。

事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２6年度）
自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 355件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBOの提案  285件

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ため、農業経営アドバイザーの
資格取得を推奨しており、平成27年3月末現在21名の行員
が同資格を取得しております。
　また、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＜美の里＞」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。
　平成26年12月には、宮城県とともに「農林漁業6次産業化
推進セミナー」を開催し、6次産業化の取組みに対する支援
ツールの一つである「農林漁業成長産業化ファンド」の概要
と、活用ポイントや、最新の取組事例などについて情報提供
を行い、農林漁業関連団体や農林水産物の加工・販売を行う
2次・3次事業者等、87名の方にご参加いただきました。
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ビジネスマッチング
　当行では、お取引先の新たなビジネスチャンスを創出す
るため、地域のネットワークを活用し、商談会をはじめとした
ビジネスマッチングの推進に積極的に取り組んでおります。
平成26年度は国内9回、海外4回の商談会を開催いたしま
した。延べ200社の当行お取引先が参加し、県内および首
都圏や関西圏での販路開拓の支援を行いました。
　また、被災した企業の販路再構築等を支援するため、被
災された水産加工業者の皆さまを中心とした当行お取引先
と、大手スーパーや百貨店などの流通業者等との個別商談
によるマッチングを実施しております。
　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。

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”in ＳＥ
ＮＤＡＩ」に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成
26年度に12回開催された“伊達な商談会”には、合計20社
の仕入企業に対し、延べ190社以上の食品メーカー、卸売
業者等が参加し、個別商談が行われました。

食品ビジネス商談会in香港2015

販路の回復・開拓支援

み　　　　ぎ

み　　　　ぎ

復興支援サイトの設置および復興支援カタログの作成
　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。震災後、平成27年3月末迄に、復興支
援サイトへの掲載企業を34先追加し、計115先のお取引先
企業に販路拡大のためご利用いただいております。
　また、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、県内の観光施設への配置のほか、営業店に
おいて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るなど
した結果、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月に、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。

国内ビジネスマッチング成約件数累計（震災後～平成２7年3月末迄）
3,042件（うち平成26年度 555件）

食材王国みやぎビジネス商談会
～復興マッチングin宮城～

平成26年6月
仙台
10月
大阪

開催時期／場所 商談会名
国内での商談会開催実績（平成26年度分）

（　）内は当行取引先参加社数

食材王国みやぎビジネス商談会（68社）

平成27年2月
東京

北海道・東北・北陸ビジネスマッチングIN東京
～6次産業化商談会～（2社）

2月
千葉

地方銀行プレゼンツ－モノづくり
企業ビジネスマッチングフェア（4社）

3月
仙台

食材王国みやぎビジネス商談会
～復興マッチングin宮城～（26社）

10月
大阪 第5回ネットワーク商談会ＩＮ大阪（11社）

11月
千葉 地方銀行フードセレクション2014（12社）

食材王国みやぎビジネス商談会
ＩＮ大阪～水産みやぎ展示・商談会～（41社）

11月
仙台 東北の農林水産品販路拡大マッチング会（6社）

10月
山形

おいしい山形・食材王国みやぎ
ビジネス商談会（30社）

（　）内は当行取引先参加社数

海外での商談会開催実績（平成26年度分）

平成26年6月
タイ・バンコク

9月
中国・上海

開催時期／場所 商談会名
ものづくり商談会＠バンコク2014（5社）

11月
中国・大連 2014大連－地方銀行合同ビジネス商談会（9社）

ＦＢＣ上海2014（日中ものづくり商談会）（11社）

平成27年1月
香港 食品ビジネス商談会in香港2015（9社）

9行連携共同施策「首都圏バイヤー＆シェフチャレンジ」の開催
　平成27年7月、当行が加盟する地域再生・活性化ネット
ワーク９行が連携し、地元食品製造業者等の販路回復・拡大
を支援するため、「首都圏バイヤー＆シェフチャレンジ」を開
催いたしました。地域の特色ある食材・商品を生産・製造す
るお取引先に対し、首都圏のバイヤーやホテル・レストラン
のシェフとの新たな商流
の創出機会を提供するも
のであり、本取組みを通じ
て地域経済の活性化と地
域産業の競争力強化に貢
献してまいります。

外部支援機関等と連携した取組み
●「女性のための起業講座～入門編～」の開催
　平成26年10月、当行が加入している「せんだい創業支援
ネットワーク」の主催により、「女性のための起業講座～入門
編～」を開催し、創業・起業を目指す女性や起業後間もない
女性起業家41名の方にご参加いただきました。
　当日は、講義のほか、交
流会を行い、女性起業家
のネットワークづくりを支
援するとともに、創業・起
業に関する総合的な情報
提供を行いました。

●「SENDAI for Startups!2015」の開催
　平成27年2月、仙台市および「せんだい創業支援
ネットワーク」が 協 力し、創 業・起 業 家 向けイベント

「SENDAI for Startups!2015」を開催いたしました。
　当日は、宮城県内で事業化を目指す創業・起業家の方が
738名参加し、基調講演や、ビジネスグランプリのファイナ
リストによるプレゼンテーション・表彰式等が行われました。
　当行は、せんだい創業支援ネットワークの構成機関として
イベントを共催するとともに、協賛企業としてブースを出展
し、当行の創業支援の取組みを来場者に紹介いたしました。

創業・新規事業開拓支援

創業支援融資制度・投資事業
　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。

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、補助金や委託費の交付
決定先企業を対象に「つなぎ資金」のお取扱いも行っ
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
資制度等の創業者向け制度融資を積極的に活用して
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、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、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。

創業・新規事業開拓支援への取組み
　震災の被災地域等では、創造的な復興を目指す新たな取
組みや地域資源を活用したビジネス創出など、創業・起業に
むけた動きが活発化しております。当行では、地域での創
業・起業の促進による新規事業創出ならびに地域経済の活
性化を目的に、外部機関と連携しながら各種サポートに取り
組んでいるほか、宮城県の創業・新事業関連融資制度等の
活用を通じて、積極的な資金供給に努めております。

創業・新規事業開拓に関する支援実績（平成２6年度）
172件（うち創業・新規事業支援融資実績 154件/751百万円）

補助金等申請支援
　当行では、平成24年11月に「経営革新等支援機関」の認
定を受けており、営業店と本部の渉外担当者がお取引先を
訪問し、「ものづくり補助金」や「創業補助金」等の補助金申
請支援や事業計画作成を支援しております。

　また、平成27年2月に、白石市・大崎市・気仙沼市・石巻市・
仙台市の5会場において、国の補助事業を活用した取引先
支援を目的に、「補助事業活用セミナー・個別相談会」を開催
し、延べ120社・団体、134名の方にご参加いただきました。
　本セミナーでは、東北経済産業局と中小企業基盤整備機
構東北本部から講師をお招きし、平成26年度補正予算なら
びに平成27年度予算に基づく主な施策や補助事業の活用
方法等について説明を行いました。

経営革新等支援機関としての補助金支援実績（平成27年3月末現在）

支援件数56件
採択実績33件

内容 実績
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等
支援補助金（通称：ものづくり補助金）

支援件数99件
採択実績52件

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス
革新事業（通称：新ものづくり補助金）

支援件数79件
採択実績39件

地域需要創造型等起業・創業促進補助金
（通称：創業補助金）

支援件数58件
採択実績18件創業補助金（通称：創業促進補助金）

支援件数10件
採択実績  9件小規模事業者活性化補助金（通称：小規模補助金）

外部支援機関等との提携状況
　当行では、創業・起業家が抱える事業課題等の解決に向
けた支援施策を拡充するため、創業・起業家支援に実績の
ある外部支援機関との連携を進めております。

　今後も、外部支援機関と相互に連携した創業・起業家支
援をより一層強化し、コンサルティング機能の発揮に努めて
まいります。

業務連携を締結した主な外部支援機関
業務連携等締結日 外部支援機関名

せんだい創業支援ネットワーク（加入）
株式会社日本政策金融公庫（業務連携）
一般社団法人ＭＡＫＯＴＯ（業務連携）
株式会社商工組合中央金庫（業務連携）

平成26年7月
7月
8月

12月
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ビジネスマッチング
　当行では、お取引先の新たなビジネスチャンスを創出す
るため、地域のネットワークを活用し、商談会をはじめとした
ビジネスマッチングの推進に積極的に取り組んでおります。
平成26年度は国内9回、海外4回の商談会を開催いたしま
した。延べ200社の当行お取引先が参加し、県内および首
都圏や関西圏での販路開拓の支援を行いました。
　また、被災した企業の販路再構築等を支援するため、被
災された水産加工業者の皆さまを中心とした当行お取引先
と、大手スーパーや百貨店などの流通業者等との個別商談
によるマッチングを実施しております。
　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。

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”in ＳＥ
ＮＤＡＩ」に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成
26年度に12回開催された“伊達な商談会”には、合計20社
の仕入企業に対し、延べ190社以上の食品メーカー、卸売
業者等が参加し、個別商談が行われました。

食品ビジネス商談会in香港2015

販路の回復・開拓支援

み　　　　ぎ

み　　　　ぎ

復興支援サイトの設置および復興支援カタログの作成
　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。震災後、平成27年3月末迄に、復興支
援サイトへの掲載企業を34先追加し、計115先のお取引先
企業に販路拡大のためご利用いただいております。
　また、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、県内の観光施設への配置のほか、営業店に
おいて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るなど
した結果、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月に、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。

国内ビジネスマッチング成約件数累計（震災後～平成２7年3月末迄）
3,042件（うち平成26年度 555件）

食材王国みやぎビジネス商談会
～復興マッチングin宮城～

平成26年6月
仙台
10月
大阪

開催時期／場所 商談会名
国内での商談会開催実績（平成26年度分）

（　）内は当行取引先参加社数

食材王国みやぎビジネス商談会（68社）

平成27年2月
東京

北海道・東北・北陸ビジネスマッチングIN東京
～6次産業化商談会～（2社）

2月
千葉

地方銀行プレゼンツ－モノづくり
企業ビジネスマッチングフェア（4社）

3月
仙台

食材王国みやぎビジネス商談会
～復興マッチングin宮城～（26社）

10月
大阪 第5回ネットワーク商談会ＩＮ大阪（11社）

11月
千葉 地方銀行フードセレクション2014（12社）

食材王国みやぎビジネス商談会
ＩＮ大阪～水産みやぎ展示・商談会～（41社）

11月
仙台 東北の農林水産品販路拡大マッチング会（6社）

10月
山形

おいしい山形・食材王国みやぎ
ビジネス商談会（30社）

（　）内は当行取引先参加社数

海外での商談会開催実績（平成26年度分）

平成26年6月
タイ・バンコク

9月
中国・上海

開催時期／場所 商談会名
ものづくり商談会＠バンコク2014（5社）

11月
中国・大連 2014大連－地方銀行合同ビジネス商談会（9社）

ＦＢＣ上海2014（日中ものづくり商談会）（11社）

平成27年1月
香港 食品ビジネス商談会in香港2015（9社）

9行連携共同施策「首都圏バイヤー＆シェフチャレンジ」の開催
　平成27年7月、当行が加盟する地域再生・活性化ネット
ワーク９行が連携し、地元食品製造業者等の販路回復・拡大
を支援するため、「首都圏バイヤー＆シェフチャレンジ」を開
催いたしました。地域の特色ある食材・商品を生産・製造す
るお取引先に対し、首都圏のバイヤーやホテル・レストラン
のシェフとの新たな商流
の創出機会を提供するも
のであり、本取組みを通じ
て地域経済の活性化と地
域産業の競争力強化に貢
献してまいります。

外部支援機関等と連携した取組み
●「女性のための起業講座～入門編～」の開催
　平成26年10月、当行が加入している「せんだい創業支援
ネットワーク」の主催により、「女性のための起業講座～入門
編～」を開催し、創業・起業を目指す女性や起業後間もない
女性起業家41名の方にご参加いただきました。
　当日は、講義のほか、交
流会を行い、女性起業家
のネットワークづくりを支
援するとともに、創業・起
業に関する総合的な情報
提供を行いました。

●「SENDAI for Startups!2015」の開催
　平成27年2月、仙台市および「せんだい創業支援
ネットワーク」が 協 力し、創 業・起 業 家 向けイベント

「SENDAI for Startups!2015」を開催いたしました。
　当日は、宮城県内で事業化を目指す創業・起業家の方が
738名参加し、基調講演や、ビジネスグランプリのファイナ
リストによるプレゼンテーション・表彰式等が行われました。
　当行は、せんだい創業支援ネットワークの構成機関として
イベントを共催するとともに、協賛企業としてブースを出展
し、当行の創業支援の取組みを来場者に紹介いたしました。

創業・新規事業開拓支援

創業支援融資制度・投資事業
　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。

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、補助金や委託費の交付
決定先企業を対象に「つなぎ資金」のお取扱いも行っ
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
資制度等の創業者向け制度融資を積極的に活用して
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、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、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。

創業・新規事業開拓支援への取組み
　震災の被災地域等では、創造的な復興を目指す新たな取
組みや地域資源を活用したビジネス創出など、創業・起業に
むけた動きが活発化しております。当行では、地域での創
業・起業の促進による新規事業創出ならびに地域経済の活
性化を目的に、外部機関と連携しながら各種サポートに取り
組んでいるほか、宮城県の創業・新事業関連融資制度等の
活用を通じて、積極的な資金供給に努めております。

創業・新規事業開拓に関する支援実績（平成２6年度）
172件（うち創業・新規事業支援融資実績 154件/751百万円）

補助金等申請支援
　当行では、平成24年11月に「経営革新等支援機関」の認
定を受けており、営業店と本部の渉外担当者がお取引先を
訪問し、「ものづくり補助金」や「創業補助金」等の補助金申
請支援や事業計画作成を支援しております。

　また、平成27年2月に、白石市・大崎市・気仙沼市・石巻市・
仙台市の5会場において、国の補助事業を活用した取引先
支援を目的に、「補助事業活用セミナー・個別相談会」を開催
し、延べ120社・団体、134名の方にご参加いただきました。
　本セミナーでは、東北経済産業局と中小企業基盤整備機
構東北本部から講師をお招きし、平成26年度補正予算なら
びに平成27年度予算に基づく主な施策や補助事業の活用
方法等について説明を行いました。

経営革新等支援機関としての補助金支援実績（平成27年3月末現在）

支援件数56件
採択実績33件

内容 実績
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等
支援補助金（通称：ものづくり補助金）

支援件数99件
採択実績52件

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス
革新事業（通称：新ものづくり補助金）

支援件数79件
採択実績39件

地域需要創造型等起業・創業促進補助金
（通称：創業補助金）

支援件数58件
採択実績18件創業補助金（通称：創業促進補助金）

支援件数10件
採択実績  9件小規模事業者活性化補助金（通称：小規模補助金）

外部支援機関等との提携状況
　当行では、創業・起業家が抱える事業課題等の解決に向
けた支援施策を拡充するため、創業・起業家支援に実績の
ある外部支援機関との連携を進めております。

　今後も、外部支援機関と相互に連携した創業・起業家支
援をより一層強化し、コンサルティング機能の発揮に努めて
まいります。

業務連携を締結した主な外部支援機関
業務連携等締結日 外部支援機関名

せんだい創業支援ネットワーク（加入）
株式会社日本政策金融公庫（業務連携）
一般社団法人ＭＡＫＯＴＯ（業務連携）
株式会社商工組合中央金庫（業務連携）
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　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Ｐ41ご参照）

　当行は、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。

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

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、当行が現地銀行宛に差
し入れるスタンドバイＬ／Ｃにより、取引先の現地での資金調
達を支援しております。

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
や専門機関等との連携を進めております。

●アジア地域における人的ネットワークの拡充
　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おります。
　現在、上海駐在員事務所への駐在員（2名）に加え、中国（大
連、上海）、シンガポール、タイ（バンコク）に行員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。

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

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）
6月 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポール）

12月 中國信託ホールディング（台湾）
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27年2月には、「『起業家セミナー』～起ち上がる
決意～」を開催し、約40名の方にご参加いただきました。
　講師に、トライポッドワークス㈱の代表取締役社長 
佐々木賢一氏をお招きし、起業への想いやローカルの強み
を活かした事業展開等に
ついてご 講 演 いただき
ました。
　また、セミナー終了後に
は、佐々木社長による個別
相談会も開催いたしました。

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26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および
仙台市地下鉄東西線開業と周辺施設
の活用等について、特集を組んで紹介
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・経営手法を持ち、県内の産業・経済の
発展に寄与した企業を対象とした「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、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。

●ASIAビジネス交流会2015の開催
　平成27年2月、アジアビジネスを展開しているお取引先や、
今後、海外への事業展開を検討しているお取引先等を対象
に「ＡＳＩＡビジネス交流会2015」を開催いたしました。
　本交流会は、アジアビジネスの実務や最新情報等を提供
するとともに、お取引先が抱える海外ビジネスの課題解決
に向け、企業交流の機会を設けることを目的に開催したも
のです。
　当日は、取引先や当行
提携機関関係者など約
140名の方にご参加いた
だき、参加者同士で活発
な交流が行われました。

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26年度：4回実施）
　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、分析結果を調
査月報にて公表しております。
●調査月報特集号の発行
　東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県経済の
再生と発展に資する情報提供を図るため、平成26年7月に
調査月報特集号「宮城県・東北各県の経済成長率の将来推
計～宮城県経済のダイナミズムの再生と発展に向けて～」
を発行いたしました。

地域への情報提供等 

第3回国連防災世界会議への協賛等
●防災・復興支援の取組みに関するブース展示
　当行は、防災への取組強化の一環として、平成27年3月に、
5日間にわたって仙台市で開催された第3回国連防災世界会
議へ協賛し、せんだいメディアテークにおいて当行の復興支
援や地域貢献の取組みについてブース展示を行いました。
●外貨両替窓口の臨時設置
　会議参加者の利便性に資するため、本体会議の会場であ
る仙台国際センターに隣接する仙台市地下鉄東西線国際
センター駅舎内に、国連防
災世界会議開催前日から
会議終了までの6日間、米
ドルとユーロの買取りを行
う外貨両替窓口を臨時設
置いたしました。
●第3回国連防災世界会議パブリックフォーラムの共催
　平成27年3月、震災復興に関する情報発信の一環とし
て、日本政策投資銀行および内閣府と、第3回国連防災世
界会議パブリックフォーラム「レジリエントな社会を実現す
る金融イニシアティブ～災害リスク管理や災害発生後の復
興における金融の役割～」を共催いたしました。
　本フォーラムにおいて、当行は東日本大震災の被災地に
おける地域金融機関の立場から、震災対応の経験・教訓や
復興に向けた取組みにつ
いて説明するとともに、パ
ネリストとして、震災対応
における金融の役割につ
いてパネルディスカッショ
ンを行いました。

復興支援等にかかるセミナー・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。

平成26年6月

7月

12月

2月

2月

開催時期 セミナー・講演会名（参加者数）
主なセミナー・講演会開催実績（平成２6年度）

＜七十七＞事業戦略セミナー（70社／100名）

＜七十七＞相続対策セミナー（51名）

＜七十七＞事業戦略セミナー（30社／34名）

平成27年1月 ＜七十七＞やさしい年金講演会・相談会（141名）

夏季講演会「少子高齢化時代における
日本経済の課題と展望」（約180名）

春季講演会「2015年展望・日本の政治経済」
（約400名）

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
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。平成26年10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＞女性のためのマネーセミナー」を開催し、
63名の方に参加いただきました。
　また、平成27年1月には、楽天野球団事務所において、
東北楽天ゴールデンイーグルスの新人選手8名を対象に、
「お金との賢い付き合い方」をテーマとするセミナーを開
催いたしました。

開催回数 開催場所 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
NISAセミナー

28回
6回
5回
5回

楽天野球団事務所内他
ホテルメトロポリタン仙台

本店他
本店他

771名
611名
182名
156名

各種セミナー等の開催状況（平成２6年度）

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、各種講演会、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。

テーマ（対象者数）講演会名等
本部行員等による講演会
新入社員研修会
接遇応対研修会

宮城県の経済情勢と今後の見通し等（24先／943名）
新社会人として必要なマナー等（115社／664名）
挨拶・電話応対の基本等（9社／454名）

当行行員講師による講演会・研修会の実績（平成26年度）

地域と共に
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　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Ｐ41ご参照）

　当行は、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。

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

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、当行が現地銀行宛に差
し入れるスタンドバイＬ／Ｃにより、取引先の現地での資金調
達を支援しております。

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
や専門機関等との連携を進めております。

●アジア地域における人的ネットワークの拡充
　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おります。
　現在、上海駐在員事務所への駐在員（2名）に加え、中国（大
連、上海）、シンガポール、タイ（バンコク）に行員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。
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平成23年4月
平成24年11月

6月
平成26年1月

平成25年2月

バンコック銀行（タイ）
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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）
6月 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポール）

12月 中國信託ホールディング（台湾）
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27年2月には、「『起業家セミナー』～起ち上がる
決意～」を開催し、約40名の方にご参加いただきました。
　講師に、トライポッドワークス㈱の代表取締役社長 
佐々木賢一氏をお招きし、起業への想いやローカルの強み
を活かした事業展開等に
ついてご 講 演 いただき
ました。
　また、セミナー終了後に
は、佐々木社長による個別
相談会も開催いたしました。

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26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および
仙台市地下鉄東西線開業と周辺施設
の活用等について、特集を組んで紹介
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・経営手法を持ち、県内の産業・経済の
発展に寄与した企業を対象とした「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、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。

●ASIAビジネス交流会2015の開催
　平成27年2月、アジアビジネスを展開しているお取引先や、
今後、海外への事業展開を検討しているお取引先等を対象
に「ＡＳＩＡビジネス交流会2015」を開催いたしました。
　本交流会は、アジアビジネスの実務や最新情報等を提供
するとともに、お取引先が抱える海外ビジネスの課題解決
に向け、企業交流の機会を設けることを目的に開催したも
のです。
　当日は、取引先や当行
提携機関関係者など約
140名の方にご参加いた
だき、参加者同士で活発
な交流が行われました。

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26年度：4回実施）
　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、分析結果を調
査月報にて公表しております。
●調査月報特集号の発行
　東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県経済の
再生と発展に資する情報提供を図るため、平成26年7月に
調査月報特集号「宮城県・東北各県の経済成長率の将来推
計～宮城県経済のダイナミズムの再生と発展に向けて～」
を発行いたしました。

地域への情報提供等 

第3回国連防災世界会議への協賛等
●防災・復興支援の取組みに関するブース展示
　当行は、防災への取組強化の一環として、平成27年3月に、
5日間にわたって仙台市で開催された第3回国連防災世界会
議へ協賛し、せんだいメディアテークにおいて当行の復興支
援や地域貢献の取組みについてブース展示を行いました。
●外貨両替窓口の臨時設置
　会議参加者の利便性に資するため、本体会議の会場であ
る仙台国際センターに隣接する仙台市地下鉄東西線国際
センター駅舎内に、国連防
災世界会議開催前日から
会議終了までの6日間、米
ドルとユーロの買取りを行
う外貨両替窓口を臨時設
置いたしました。
●第3回国連防災世界会議パブリックフォーラムの共催
　平成27年3月、震災復興に関する情報発信の一環とし
て、日本政策投資銀行および内閣府と、第3回国連防災世
界会議パブリックフォーラム「レジリエントな社会を実現す
る金融イニシアティブ～災害リスク管理や災害発生後の復
興における金融の役割～」を共催いたしました。
　本フォーラムにおいて、当行は東日本大震災の被災地に
おける地域金融機関の立場から、震災対応の経験・教訓や
復興に向けた取組みにつ
いて説明するとともに、パ
ネリストとして、震災対応
における金融の役割につ
いてパネルディスカッショ
ンを行いました。

復興支援等にかかるセミナー・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。
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＜七十七＞事業戦略セミナー（70社／100名）

＜七十七＞相続対策セミナー（51名）

＜七十七＞事業戦略セミナー（30社／34名）

平成27年1月 ＜七十七＞やさしい年金講演会・相談会（141名）

夏季講演会「少子高齢化時代における
日本経済の課題と展望」（約180名）

春季講演会「2015年展望・日本の政治経済」
（約400名）

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
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。平成26年10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＞女性のためのマネーセミナー」を開催し、
63名の方に参加いただきました。
　また、平成27年1月には、楽天野球団事務所において、
東北楽天ゴールデンイーグルスの新人選手8名を対象に、
「お金との賢い付き合い方」をテーマとするセミナーを開
催いたしました。

開催回数 開催場所 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
NISAセミナー

28回
6回
5回
5回

楽天野球団事務所内他
ホテルメトロポリタン仙台

本店他
本店他

771名
611名
182名
156名

各種セミナー等の開催状況（平成２6年度）

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、各種講演会、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。

テーマ（対象者数）講演会名等
本部行員等による講演会
新入社員研修会
接遇応対研修会

宮城県の経済情勢と今後の見通し等（24先／943名）
新社会人として必要なマナー等（115社／664名）
挨拶・電話応対の基本等（9社／454名）

当行行員講師による講演会・研修会の実績（平成26年度）

地域と共に
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