
1.名古屋支店、大阪支店にはCSコーナーが
設置されておりません。

2.その他の店舗外CSコーナー：13ヵ所

上海駐在員事務所
中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号
恒生銀行大厦16階
TEL 86-21-6841-2077

シンガポール駐在員事務所
50 Collyer Quay, #11-09 OUE Bayfront, 
Singapore 049321
TEL 65-6509-0077

【事務所】

 秋田県秋田市
秋田支店
〒010-0001　秋田市中通4-12-1［丸島ビル内］ 
TEL（018）833-9371

 愛知県名古屋市中区
名古屋支店
〒460-0008　名古屋市中区栄3-1-1

［広小路第一生命ビル内］
TEL（052）262-3721

 大阪府大阪市中央区
大阪支店
〒541-0059　大阪市中央区博労町3-5-1

［御堂筋グランタワー内］
TEL（06）6244-0531

 北海道札幌市中央区
札幌支店
〒060-0061　札幌市中央区南一条西4-5［大手町ビル内］
TEL（011）261-2551

ローンセンター・相談プラザ・
ほけんプラザ

本店ローンセンター
〒980-8777　仙台市青葉区中央3-3-20

［本店3階］
TEL（022）211-9752

長町ローンセンター
〒９８２-００１１　仙台市太白区長町７-１９-７０

［長町南支店２階］ 
TEL（022）246-4466

泉ローンセンター
〒981-3133　仙台市泉区泉中央1-13-4

（泉エクセルビル内）［泉中央支店2階］  
TEL（022）218-6311

仙台東口ローンセンター
〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡2-4-22

（仙台東口ビル内）［仙台東口支店2階］
TEL（022）293-6077

石巻ローンセンター
〒986-0868　石巻市恵み野3-4-2（ホーマック敷地内）

［蛇田支店2階］  
TEL（0225）95-7788

杜せきのしたローンセンター
〒981-1227　名取市杜せきのした1-3-4

［杜せきのした支店内］ 
TEL（022）382-9277

六丁目ローンセンター
〒984-0013　仙台市若林区六丁の目南町4-5

［六丁目支店内］
TEL（022）390-0020

本店営業部

仙台空港出張所

JR仙台駅3階

振込専用支店

法人営業所

青森法人営業所
〒030-0861　青森市長島2-13-1

［AQUA青森スクエアビル内］
TEL（017）774-3077

八戸法人営業所
〒031-0041　八戸市廿三日町10

［石万ビルディング内］
TEL（0178）38-9677

仙台駅前相談プラザ
〒980-0021　仙台市青葉区中央1-10-1

（ヒューモスファイヴ内）［仙台駅前支店内］ 
a（0120）60-4377

泉相談プラザ
〒981-3117　仙台市泉区市名坂字町68-2

［泉支店内］   
a（0120）55-4277

明石台相談プラザ
〒981-3332　富谷市明石台6‐1‐415

［明石台支店内］   
a（0120）87-5077

栗生相談プラザ
〒989-3126　仙台市青葉区落合6-11-2

［栗生支店内］ 
a（0120）56-2977

利府相談プラザ
〒981-0104　宮城郡利府町中央3-14-3

［利府支店内］   
a（0120）34-7077

古川相談プラザ
〒989-6162　大崎市古川駅前大通2-5-17

［古川支店内］   
a（0120）75-0477

77明石台ほけんプラザ
〒981-3332　富谷市明石台6-1-415

［明石台支店内］   
a（0120）25-2377（予約専用ダイヤル）

７７長町南ほけんプラザ
〒９８２-００１１　仙台市太白区長町７-１９-７０

［長町南支店内］ 
a（0120）10-7577（予約専用ダイヤル）

（注）

法人営業所

ローンセンター

海外発行カード対応ATM

その他

 … 店舗  … 店舗外CSコーナー印 … 外国為替取扱店 印 … 土曜日CSコーナー稼働店 印 … 祝日CSコーナー稼働店印 … 日曜日CSコーナー稼働店

相談プラザ

海外駐在員事務所

ほけんプラザ
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平成27年3月末 平成28年3月末 平成29年3月末

ライフステージ別の与信先数及び、融資額（先数：単体ベース） ※単体ベース：グループ内の各社をそれぞれ１社として計上

20,000

（単位：億円）

ライフステージに応じた当行の支援メニュー

・販路開拓支援（商談会）
・海外ビジネス支援
・企業誘致支援
・Ｍ＆Ａ支援

・経営改善計画策定支援
・ファンドの活用（震災関連）
・ＤＥＳ・ＤＤＳ・債権放棄
・ＲＥＶＩＣ等公的機関の活用
・事業承継支援

・創業支援融資制度の活用
・ファンドの活用（七十七キャピタル）
・創業関連の補助金申請支援
・事業計画の作成支援
・外部支援機関との連携

安定期
6,481社

15,814億円

再生期
2,099社

1,908億円

創業期
1,358社

1,475億円

成長期
1,200社

2,592億円
低迷期

465社
657億円

リスクマネーの積極的な供給

　当行は、地域と共にある金融機関として、東日本大震災からの復興を目指し、被災により影響を受けたお客さまに対し、貸出の
条件変更などの対応を積極的に行うとともに、金融サービスの提供と金融仲介機能の発揮に努めてまいりました。
　被災地の復興が進展するなかで、今後とも、震災復興のステージに応じた支援策を着実に実施するとともに、様々なライフステージ
にあるお客さまの課題・ニーズを適切に把握したうえで、事業性・将来性に着目した融資の推進や各種ファンドの活用等を通じて、
リスクマネーを積極的に供給してまいります。

※与信先は法人と個人事業主（融資残高がない先も含む）の取引先数を掲載しておりますが、下記ライフステージ別の与信先数には個人事業主と5期分の財務登録データがない法人は
含まれておりません。（7,672社／融資残高4,828億円）

2,8022,7022,592

全与信先数
19,275社（平成29年3月末）

全与信先の融資残高
27,274億円（平成29年3月末）

15,542
16,07515,814

8671,022
1,475

329 316
657

2,2782,1081,908

地域と共に

地域と共に 〜金融仲介機能のベンチマーク〜
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（単位：店）

0

400

200

600

1,000

800

平成25年
3月期

平成24年
3月期

平成27年
3月期

平成26年
3月期

平成28年
3月期

平成29年
3月期

（単位：社）
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事業再生支援および経営改善支援の強化

　当行は、震災の影響により融資のご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してまいりました。また、震災以降、事業再生や経営改善などのコンサル
ティング機能の強化を目的とし、専門部署である審査部「企業支援室」の人員を増員（震災前の5名から11名に増員）したほか、
高度な事業再生ノウハウを有する外部専門家を審査部に常駐させるなど、体制強化を図ってまいりました。
　震災復興のステージの進展により生じる新たな課題や多様なニーズに対して柔軟に対応するとともに、引続き、財務内容や
収益性の課題解決に向けた分析・提案等により、お客さまの事業再生・経営改善支援に取り組んでまいります。

●経営改善支援の取組先数
　お取引先ごとに経営改善支援の必要性について分析し、
「経営改善支援先」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。

●事業再生支援の取組先数
　企業支援室では、「経営改善支援先」の中から、特に再生
支援策の立案・実行に取り組む必要がある先を「事業再生
支援先」として選定し、再生支援などに積極的に取り組んで
おります。

●出張審査の件数
　審査のご相談・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」を実施しておりますほか、「駐在型審査」、「常駐型
審査」を実施しております。

●貸付条件の変更を行っている中小企業の経営改善計画の
　進捗状況

条件変更総数

984
40 280 94 570

好調先 順調先 不調先 計画なし先

●事業再生支援先における実抜計画策定先数、及び、計画の
　達成状況

実抜計画策定先数

95
82 13

計画達成先数 計画未達成先数

746

973945

851

605

896

17

37

90

80

70

62

73

698 755

2,769

1,964

2,709

2,370
2,570

地域と共に
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●地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）の利用先数
　事業再生支援ならびに地域活性化に資する事業支援を
目的として、平成２６年８月にＲＥＶＩＣと「特定専門家派遣」に
関する契約を締結し、専門的な知見・ノウハウの提供を受け
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。

（単位：社）

平成28年3月期平成27年3月期

12

平成29年3月期

819

ＲＥＶＩＣの利用先数
　

（単位：社）

●中小企業再生支援協議会の利用先数
　震災以前より企業再生の強化策として、宮城県中小企業
再生支援協議会との間で人材派遣を含めた連携の強化を
図ってまいりました。東日本大震災により被災した企業の
再生に向けた支援につきましても、金融機関同士の協調支援
体制の確立などにおいて、同協議会を活用しております。

平成28年3月期平成27年3月期

28

平成29年3月期

2535

中小企業再生支援協議会の利用先数
　

（単位：人）

（単位：社）

平成29年3月期

5

●取引先の本業支援に関連する出向者受入れ数
　二重債務問題を抱えたお客さま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、
平成２５年４月より、高度な事業再生ノウハウを有する外部
専門家が審査部に常駐しております。
常駐外部専門家の人数
　

平成28年3月期平成27年3月期

32

平成29年3月期

2144

審査部常駐外部専門家の活用先数
　

●ファンドの活用実績
　被災企業に対する復興支援を目的として、「みやぎ復興･
地域活性化支援ファンド」や「東日本大震災中小企業復興
支援ファンド」の活用等を通じて、被災地域の復興や成長に
資する事業を行う企業に対して、円滑な資金供給を行って
おります。
　また、「77ニュービジネスファンド」等を活用し、様々な
ライフステージにある企業に対して、成長資金の供給や
経営支援を行っております。

平成29年3月期

4件

1億円

ファンドの活用実績
　

宮城産業復興機構東日本大震災事業者
再生支援機構

0件

ＤＥＳ・ＤＤＳ

1件8件

0億円 22億円5億円

事業再生支援先におけるDES・DDS・債権放棄を行った先数、及び、実施金額(平成29年3月期)
　

●公的機関の活用等による事業再生支援実績
　震災に伴う二重債務問題に対応するため、債権買取に
加え多様な支援メニューを有する東日本大震災事業者
再生支援機構や、宮城産業復興機構などの公的機関を活用して
おります。また、抜本的事業再生を必要とする先への有効な
再生支援策として、ＤＥＳやＤＤＳの活用を進めております。

規模 設立

13億円 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

20億円 平成25年
4月25日

東北6次産業化
ブリッジファンド

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）／
山田ビジネスコンサルティング
有限責任組合員／
当行、農林漁業成長産業化
支援機構 他

92.8億円 平成27年
8月31日

THVP-1号
ファンド

無限責任組合員（運営者）／
東北大学ベンチャーパートナーズ
有限責任組合員／
当行、東北大学 他

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

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

10億円 平成28年
8月19日

77ニュー
ビジネスファンド

無限責任組合員（運営者）／
七十七キャピタル㈱
有限責任組合員／
当行

東日本大震災
中小企業
復興支援ファンド

当行が出資する主なファンド

地域と共に
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創業・新規事業支援関連

七十七キャピタル㈱

第1号ファンド「７７ニュービジネスファンド」
ファンド総額　10億円 (H28年8月組成)

平成28年度 投資件数　4件

地方創生への貢献

　当行はお客さまとの緊密なリレーションのもと、お客さまの経営課題を共有し、課題解決策や事業価値の向上に向けた
提案・支援に加え、産学官の各主体との連携を通じて、地域経済の成長、産業の発展に貢献することで地方創生を目指して
おります。

　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・起業に向けた
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。

外部支援機関との連携
　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。

補助金申請支援実績(平成29年3月末現在）

支援件数　467件
採択実績　242件

補助金申請支援
　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客さま
を訪問し、「ものづくり補助金」や「創業補助金」等の補助金
申請や事業計画作成を支援しております。

〈主な補助金〉
○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)
○地域需要創造型等起業・創業促進補助金(通称：創業補助金)　等

創業支援融資制度の活用・投資事業の実施・
七十七キャピタル㈱の設立
　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、創業支援融資制度を活用するほか、ベン
チャー企業向けの投資事業を行っております。　
　また、平成２８年７月に、ファンドの組成・運営を行う子会社
「七十七キャピタル㈱」を設立し、ファンドによる投資を通じた
企業育成や企業支援に取り組んでおります。

業務連携等締結日
平成19年  1月

平成26年  7月

平成26年  7月

平成26年  8月

平成26年12月

平成27年  8月

外部支援機関名
国立大学法人東北大学(業務連携）

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）

公立大学法人宮城大学(業務連携）

（単位：社）●創業支援先数（支援内容別）

創業支援先数

765

35 710 5 15

創業計画の
策定支援

創業期の
取引先への

融資

政府系
金融機関や

創業支援機関
の紹介

ベンチャー企業
への助成金・
融資・投資

※創業期の取引先への融資につきましては、プロパー融資の件数を確認できて
おらず、信用保証付きのみ記載しております。

地域と共に
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地域中核企業支援・育成関連（事業性評価の促進）

　地域の経済・産業の現状および課題を適切に認識・分析するとともに、様々なライフステージにあるお客さまの事業内容や
成長可能性などを適切に評価し、円滑な資金供給や課題解決策の提案を行う事業性評価に積極的に取り組んでおります。

（単位：社）

●経営者保証に関するガイドラインの活用先数、及び、
　全与信先数に占める割合

全与信先数 ①

19,275
2,184 11.3％

うちガイドライン活用先 ② ②／①

（単位：社）

●地元の中小企業与信先のうち、無担保融資先数、及び、
　無担保融資額の割合（先数：単体ベース）

地元中小与信先数 ①

16,153
9,589 59.4％

うち無担保融資先数 ② ②／①

（単位：億円）

地元中小向け融資残高 ③

11,177
2,835 25.4％

うち無担保融資残高 ④ ④／③

●ソリューション提案先数及び融資額、及び、全取引先数及び
　融資額に占める割合　 （単位：社）

全取引先 ①

17,656
4,068 23.0％

うちソリューション提案先 ② ②／①

（単位：億円）

全取引先の融資残高 ③

27,274
6,263 23.0％

うちソリューション提案先の融資残高 ④ ④／③

先　数 融資残高

4,011億円

27,274億円

14.7％

1,776社

19,275社

9.2％

事業性評価に基づく融資を行って
いる与信先数及び融資残高 ①

全与信先数及び融資額 ②

①／②

●当行が事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額、
　及び、全与信先数及び融資額に占める割合（先数：単体ベース）

（単位：件）

平成28年3月期平成27年3月期

54

平成29年3月期

4644

●地元への企業誘致支援件数

（単位：社）

平成28年3月期平成27年3月期

169

平成29年3月期

174169

事業承継支援先数
　

平成27年
3月期

8アドバイザリー
契約締結先

86

平成28年
3月期

9

67

平成29年
3月期

10

153Ｍ＆Ａ提案先

Ｍ＆Ａ支援先数
　

（単位：社）

●事業承継・Ｍ＆Ａ支援先数

※双方が地元企業の場合は「地元」､一方が海外企業の場合は「海外」､それ以外は
「地元外」にカウント

地元

地元外

海外

合計

573

96

12

681

平成27年3月期

537

152

8

697

平成28年3月期

983

106

13

1,102

平成29年3月期
（単位：社）●販路開拓支援を行った先数（地元・地元外・海外別)

●中小企業向け融資のうち、信用保証協会保証付き融資額
　の割合、及び、100％保証付き融資額の割合

中小企業向け融資残高

16,452
うち信用保証協会付き融資額

うち100％保証付き融資額
5881,244

（単位：億円）

●地元の中小企業与信先のうち、根抵当権を設定していない
　与信先の割合（先数：単体ベース）

地元中小与信先数 ①

16,153
12,686 78.5％

うち根抵当権未設定先数 ② ②／①

（単位：社）
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　当行は、顧客利便性の向上を図るほか、グループ機能の
拡充等により地銀屈指の総合金融サービスの提供を実現
します。また、融資・コンサルティング力とハートウォーミング
な顧客対応力を兼ね備えた人材を育成すること等により、
「七十七ブランド」の価値を高め、お客さまから選ばれ続ける
銀行を目指します。

七十七ブランドの向上

参加者数研修実施回数

1,452人

資格取得者数

74人28回

●取引先の本業支援に関連する研修等の実施数、研修等への
　参加者数、資格取得者数

※資格取得者数については、中小企業診断士、動産評価アドバイザー、農業経営
アドバイザー、水産業経営アドバイザーの合計人数

「金融仲介機能のベンチマーク」に関する
用語等の補足説明ご参考

お取引先

与信先

メイン先

ライフ
ステージ

第二創業

経営改善
計画の
進捗状況

実抜計画

ＤＥＳ・ＤＤＳ

条件停止
付保証契約

法人や個人事業主の与信先（融資残高がない先も
含む）のほか、ソリューション提案等の各種支援
を行っているお客さま

①既に事業を営んでいるお取引先企業の後継者
　等が新規事業を開始すること
②既存の事業を譲渡（承継）した経営者等が新規
　事業を開始すること
③抜本的な事業再生によって企業が業種を変えて
　再建すること

計画に対する売上の達成状況に基づき区分
①好調：達成率１２０％超
②順調：達成率８０％以上１２０％以下
③不調：達成率８０％未満

①創業期：創業・第二創業から５年まで
②成長期：売上高平均で直近２期が過去５期の
　　　　 １２０％超
③安定期：売上高平均で直近２期が過去５期の
　　　　 ８０％以上１２０％以下
④低迷期：売上高平均で直近２期が過去５期の
　　　　 ８０％未満
⑤再生期：貸付条件の変更または延滞がある期間

お客さまの決算期時点の借入残高のうち、当行
からの融資残高が１位の与信先

保証債務の発生を留保し、誓約事項に抵触した
場合に保証債務が発生する保証契約

経営改善計画において「実現可能性の高い抜本的
な計画」のことであり、売上の達成率が８０％以上
の先を計画達成先として区分

事業の将来性・経営改善の見通しがある企業に
対し、過剰債務の解消を目的として債権の株式化

（ＤＥＳ）、劣後化（ＤＤＳ）によりバランスシートの改善
を図り、経営改善につなげていく手法

ＤＥＳ：金融機関が既存債権を株式に切り替える
　　 手法
ＤＤＳ：金融機関が既存債権を一般の債権よりも 
　　　返済順位の低い「劣後ローン」に切り替える
　　 手法

融資枠や保証のみなど、融資残高がない先も含む

（ＤＤＳのイメージ）

資産

【実施前】

債務
超過

営業
負債

借入金

資産

【実施後】

債務
超過

営業
負債

借入金

DDS

●全取引先数と地域別の取引先数（先数：単体ベース）

全取引先数

地域別の
取引先数

24,001

20,537

20,537 2,122 1,342

3,464

平成29年3月期
（単位：社）

地元 地元外
宮城県 その他地元外東北地域

●メイン取引（融資残高１位）先数、及び、全取引先数に
　占める割合（先数：単体ベース）

メイン取引先数 ①

全取引先数 ②

①／②

8,279

24,001

34.5％

平成29年3月期
（単位：社）

平成28年3月期平成27年3月期

7,785

平成29年3月期

7,9427,398

●経営指標等が改善した先に係る３年間の事業年度末の
　融資残高の推移 （単位：億円）

※グループべース：グループ内の複数社を１社として計上

●当行がメインバンク（融資残高１位）として取引を行っている
　企業のうち、経営指標（売上・営業利益率・労働生産性等）の改善や
　就業者数の増加が見られた先数（先数：グループベース）

メイン取引先数 ①

メイン先の融資残高

経営指標等が改善した先数 ②

②／①

7,357

8,956

6,037

82.1％

平成29年3月期
（単位：社・億円）

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。

震災関連貸出の対応状況

　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～ 

復旧・復興資金への対応実績 （震災後～平成２9年3月末）
事業者向け貸出
　

個人向け貸出
　

件数

金額

無担保 住宅ローン 合計

4,193件
72億円

 12,046件
2,526億円

16,239件
2,598億円

件数

金額

運転 設備 合計

5,609件
2,371億円

2,243件
1,396億円

7,852件
3,767億円

　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。　　　

金融円滑化推進にかかる行内体制の概要

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

関 係 部
○総合企画部
○コンプライアンス統轄部
○リスク統轄部
○営業統轄部
○営業渉外部
○個人ダイレクト推進部

コンプライアンス統轄部
お客様サポート課
（苦情相談窓口）

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

営業店（出張所）
（震災復興・金融円滑化

「融資ご相談窓口」）

営業店長（出張所長） 
【金融円滑化推進管理担当者】

電話・ホームページ

ご来店

お電話

【連 携】
外部専門家

（経営コンサルタント等）
外部機関

（中小企業再生支援協議会等）

監査等
委員会

役員部長連絡会 報告

推進状況
の報告

管理状況
の報告

真摯かつ適切な対応

ご相談・お申込み

監査部

審査部担当役員
（金融円滑化推進管理態勢の整備・確立）

ローンセンター
（個人ローンご返済相談窓口）

ローンセンター所長
【金融円滑化推進管理担当者】

フリーダイヤル

（事業資金にかかる休日相談窓口）
※経済情勢等に応じ臨時設置

苦情相談

営業店（出張所）
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
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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。

震災関連貸出の対応状況

　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～ 

復旧・復興資金への対応実績 （震災後～平成２9年3月末）
事業者向け貸出
　

個人向け貸出
　

件数

金額

無担保 住宅ローン 合計

4,193件
72億円

 12,046件
2,526億円

16,239件
2,598億円

件数

金額

運転 設備 合計

5,609件
2,371億円

2,243件
1,396億円

7,852件
3,767億円

　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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震災復興・金融円滑化に向けた態勢整備の状況

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

　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〉

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
　  P35「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

地域と共に 〜お取引先に対する支援の状況〜
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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。

震災関連貸出の対応状況

　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～ 

復旧・復興資金への対応実績 （震災後～平成２9年3月末）
事業者向け貸出
　

個人向け貸出
　

件数

金額

無担保 住宅ローン 合計

4,193件
72億円

 12,046件
2,526億円

16,239件
2,598億円

件数

金額

運転 設備 合計

5,609件
2,371億円

2,243件
1,396億円

7,852件
3,767億円

　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。　　　

金融円滑化推進にかかる行内体制の概要

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

関 係 部
○総合企画部
○コンプライアンス統轄部
○リスク統轄部
○営業統轄部
○営業渉外部
○個人ダイレクト推進部

コンプライアンス統轄部
お客様サポート課
（苦情相談窓口）

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

営業店（出張所）
（震災復興・金融円滑化

「融資ご相談窓口」）

営業店長（出張所長） 
【金融円滑化推進管理担当者】

電話・ホームページ

ご来店

お電話

【連 携】
外部専門家

（経営コンサルタント等）
外部機関

（中小企業再生支援協議会等）

監査等
委員会

役員部長連絡会 報告

推進状況
の報告

管理状況
の報告

真摯かつ適切な対応

ご相談・お申込み

監査部

審査部担当役員
（金融円滑化推進管理態勢の整備・確立）

ローンセンター
（個人ローンご返済相談窓口）

ローンセンター所長
【金融円滑化推進管理担当者】

フリーダイヤル

（事業資金にかかる休日相談窓口）
※経済情勢等に応じ臨時設置

苦情相談

営業店（出張所）
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

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

　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〉

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
　  P35「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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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

　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〉

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
　  P35「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〉

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

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 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

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

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２9年３月末までとしていた設置期間を、平成30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、震災の影響により融資のご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いては、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しております。
また、個人のお客さまについても、貸出条件変更のほか、個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用等を行っております。

※貸出条件変更契約締結先の残高は、対象先の総与信残高

※極度内の融資実行等は含んでおりません。

貸出条件変更契約締結状況
（平成29年3月末までの契約締結実績）

・事業者　　　　2,390先 / 1,771億円（うち平成28年度 148先 / 78億円）
・住宅ローン他　1,905先 / 　241億円（うち平成28年度   98先 / 11億円）

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11名（平成29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名の外部専門家の
審査部への常駐を開始いたしました。平成29年3月末
現在、常駐する専門家を5名に増員し、更なる体制強化を
図っております。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

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」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２9年３月末）

延べ5,016ヵ店
駐在型審査実施日数（震災後～平成２9年３月末）

延べ328日

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮
●本部渉外担当者による各種ソリューションの提供
　営業渉外部では、震災からの復興や発展に向けた取組み
を強化するため、お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本部渉外担当者を配置しております。
　本部渉外担当者は、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２9年３月末までの累計）

延べ16,666件

●アジアビジネス支援室による海外ビジネス支援
　アジアビジネス支援室では、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、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２8年度）

712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、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29年3月末までの累計）

延べ1,742件

経営者保証に関するガイドラインへの取組状況
　平成25年12月の経営者保証に関するガイドラインの
公表をうけ、経営者保証に依存しない融資の促進に向けた
態勢を強化しております。
　当行では、これまでに本ガイドラインで求められている
お客さまの経営状況等について適切に確認を行ったうえで、
無保証融資、保証契約の解除（事業承継時の前経営者の
保証契約の解除を含む）、既存の保証契約の見直しに対応
しており、引続き誠実に対応してまいります。
「経営者保証に関するガイドライン」活用実績（平成27年1月～平成29年3月末）
ガイドライン活用先数
全与信先に占める活用先数の割合

2,184先
11.3％

平成28年度における「経営者保証に関するガイドライン」への取組状況
新規に無保証で融資した件数※

保証契約を解除した件数
保証契約を変更した件数

929件
322件
81件

新規融資件数※ 9,387件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 9.9％

経営者保証ガイドラインの活用事例
・Ａ社は、小規模ながら強固な営業基盤を背景として堅調に業況が推移して

いる測量・建築設計を営む会社です。
・当行は、Ａ社の更なる成長を支援し、企業価値の向上につなげるため、

改めてＡ社にヒアリングを実施したところ、既存の保証契約について経営者
保証を解除することが可能か検討してほしいとの依頼がありました。

・当行では、Ａ社の事業内容および経営課題等を十分に把握・分析したうえで、
当ガイドラインにおける適用要件の確認を行い、以下の点を踏まえ、経営者
保証を解除することとしました。

◦Ａ社と経営者における資産・経理が明確に分離されていること。
◦経営課題の解決支援に取り組むなかで、Ａ社からは、今後とも適時適切な情報  
　開示が期待されること。

◦強固な営業基盤等から、今後とも堅調な業績の推移が見込まれること。
・経営者保証の解除を通じて、Ａ社との一層強固かつ良好なリレーション

の構築に繋げるとともに、引続きＡ社の経営課題解決に向けた支援ならびに
金融支援に取り組んでいく方針です。

◎取組事例

地域と共に
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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

　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〉

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
　  P35「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〉

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

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 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

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

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２9年３月末までとしていた設置期間を、平成30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、震災の影響により融資のご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いては、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しております。
また、個人のお客さまについても、貸出条件変更のほか、個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用等を行っております。

※貸出条件変更契約締結先の残高は、対象先の総与信残高

※極度内の融資実行等は含んでおりません。

貸出条件変更契約締結状況
（平成29年3月末までの契約締結実績）

・事業者　　　　2,390先 / 1,771億円（うち平成28年度 148先 / 78億円）
・住宅ローン他　1,905先 / 　241億円（うち平成28年度   98先 / 11億円）

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11名（平成29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名の外部専門家の
審査部への常駐を開始いたしました。平成29年3月末
現在、常駐する専門家を5名に増員し、更なる体制強化を
図っております。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

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」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２9年３月末）

延べ5,016ヵ店
駐在型審査実施日数（震災後～平成２9年３月末）

延べ328日

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮
●本部渉外担当者による各種ソリューションの提供
　営業渉外部では、震災からの復興や発展に向けた取組み
を強化するため、お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本部渉外担当者を配置しております。
　本部渉外担当者は、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２9年３月末までの累計）

延べ16,666件

●アジアビジネス支援室による海外ビジネス支援
　アジアビジネス支援室では、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、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２8年度）

712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、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29年3月末までの累計）

延べ1,742件

経営者保証に関するガイドラインへの取組状況
　平成25年12月の経営者保証に関するガイドラインの
公表をうけ、経営者保証に依存しない融資の促進に向けた
態勢を強化しております。
　当行では、これまでに本ガイドラインで求められている
お客さまの経営状況等について適切に確認を行ったうえで、
無保証融資、保証契約の解除（事業承継時の前経営者の
保証契約の解除を含む）、既存の保証契約の見直しに対応
しており、引続き誠実に対応してまいります。
「経営者保証に関するガイドライン」活用実績（平成27年1月～平成29年3月末）
ガイドライン活用先数
全与信先に占める活用先数の割合

2,184先
11.3％

平成28年度における「経営者保証に関するガイドライン」への取組状況
新規に無保証で融資した件数※

保証契約を解除した件数
保証契約を変更した件数

929件
322件
81件

新規融資件数※ 9,387件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 9.9％

経営者保証ガイドラインの活用事例
・Ａ社は、小規模ながら強固な営業基盤を背景として堅調に業況が推移して

いる測量・建築設計を営む会社です。
・当行は、Ａ社の更なる成長を支援し、企業価値の向上につなげるため、

改めてＡ社にヒアリングを実施したところ、既存の保証契約について経営者
保証を解除することが可能か検討してほしいとの依頼がありました。

・当行では、Ａ社の事業内容および経営課題等を十分に把握・分析したうえで、
当ガイドラインにおける適用要件の確認を行い、以下の点を踏まえ、経営者
保証を解除することとしました。

◦Ａ社と経営者における資産・経理が明確に分離されていること。
◦経営課題の解決支援に取り組むなかで、Ａ社からは、今後とも適時適切な情報  
　開示が期待されること。

◦強固な営業基盤等から、今後とも堅調な業績の推移が見込まれること。
・経営者保証の解除を通じて、Ａ社との一層強固かつ良好なリレーション

の構築に繋げるとともに、引続きＡ社の経営課題解決に向けた支援ならびに
金融支援に取り組んでいく方針です。

◎取組事例

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

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 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

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

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２9年３月末までとしていた設置期間を、平成30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、震災の影響により融資のご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いては、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しております。
また、個人のお客さまについても、貸出条件変更のほか、個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用等を行っております。

※貸出条件変更契約締結先の残高は、対象先の総与信残高

※極度内の融資実行等は含んでおりません。

貸出条件変更契約締結状況
（平成29年3月末までの契約締結実績）

・事業者　　　　2,390先 / 1,771億円（うち平成28年度 148先 / 78億円）
・住宅ローン他　1,905先 / 　241億円（うち平成28年度   98先 / 11億円）

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11名（平成29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名の外部専門家の
審査部への常駐を開始いたしました。平成29年3月末
現在、常駐する専門家を5名に増員し、更なる体制強化を
図っております。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

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」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２9年３月末）

延べ5,016ヵ店
駐在型審査実施日数（震災後～平成２9年３月末）

延べ328日

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮
●本部渉外担当者による各種ソリューションの提供
　営業渉外部では、震災からの復興や発展に向けた取組み
を強化するため、お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本部渉外担当者を配置しております。
　本部渉外担当者は、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２9年３月末までの累計）

延べ16,666件

●アジアビジネス支援室による海外ビジネス支援
　アジアビジネス支援室では、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、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２8年度）

712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、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29年3月末までの累計）

延べ1,742件

経営者保証に関するガイドラインへの取組状況
　平成25年12月の経営者保証に関するガイドラインの
公表をうけ、経営者保証に依存しない融資の促進に向けた
態勢を強化しております。
　当行では、これまでに本ガイドラインで求められている
お客さまの経営状況等について適切に確認を行ったうえで、
無保証融資、保証契約の解除（事業承継時の前経営者の
保証契約の解除を含む）、既存の保証契約の見直しに対応
しており、引続き誠実に対応してまいります。
「経営者保証に関するガイドライン」活用実績（平成27年1月～平成29年3月末）
ガイドライン活用先数
全与信先に占める活用先数の割合

2,184先
11.3％

平成28年度における「経営者保証に関するガイドライン」への取組状況
新規に無保証で融資した件数※

保証契約を解除した件数
保証契約を変更した件数

929件
322件
81件

新規融資件数※ 9,387件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 9.9％

経営者保証ガイドラインの活用事例
・Ａ社は、小規模ながら強固な営業基盤を背景として堅調に業況が推移して

いる測量・建築設計を営む会社です。
・当行は、Ａ社の更なる成長を支援し、企業価値の向上につなげるため、

改めてＡ社にヒアリングを実施したところ、既存の保証契約について経営者
保証を解除することが可能か検討してほしいとの依頼がありました。

・当行では、Ａ社の事業内容および経営課題等を十分に把握・分析したうえで、
当ガイドラインにおける適用要件の確認を行い、以下の点を踏まえ、経営者
保証を解除することとしました。

◦Ａ社と経営者における資産・経理が明確に分離されていること。
◦経営課題の解決支援に取り組むなかで、Ａ社からは、今後とも適時適切な情報  
　開示が期待されること。

◦強固な営業基盤等から、今後とも堅調な業績の推移が見込まれること。
・経営者保証の解除を通じて、Ａ社との一層強固かつ良好なリレーション

の構築に繋げるとともに、引続きＡ社の経営課題解決に向けた支援ならびに
金融支援に取り組んでいく方針です。

◎取組事例

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3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２9年3月３1日時点）

災害復興住宅融資取扱実績（平成29年3月末)
6,195件/1,163億円（うち平成28年度 426件/95億円）

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。

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29年3月末）
752件/166億円

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29年3月末)

5,335件/1,186億円（うち平成28年度 61件/24億円） 

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。

つなぎ資金実績　   725件/522億円
自己資金部分実績　160件/118億円 

｢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29年3月末)

外部専門家と連携した中小企業再生支援協議会の活用提案
・宮城県において住宅建築・リフォーム業を営むＢ社は、震災復興需要の落
ち込みにより、近年の売上高が減少傾向にあったほか、工事別採算管理体
制の不備や人手不足による人件費・外注費負担の増加等により、慢性的な
赤字が続いていました。
・Ｂ社より相談を受けた当行は、営業店、審査部および審査部常駐の外部専
門家が協働し、建設会計システムの導入による工事別採算管理体制の構
築および若手従業員に対する教育・指導の徹底等を骨子とした経営改善
計画の策定支援を行いました。
・また、当面の資金繰り安定を図るため、貸出条件変更の金融支援を行う必
要があったことから、当行は複数の金融機関と取引があったＢ社に対し中
小企業再生支援協議会の活用を提案し、取引金融機関の協調支援体制を
確立しました。
・当行はメイン行として策定された経営改善計画の進捗状況にかかるモニ
タリングを定期的に実施するとともに、必要に応じ新規工事受注にかかる
短期運転資金に対応する等、Ｂ社の価値向上に向けた支援に取り組んでお
ります。

◎取組事例

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28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62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、24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29年3月末までに、
130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。

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。

2,871
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173

229

216

経営改善支援の取組先数

実質破綻先から上位区分へ

破綻懸念先から上位区分へ

要管理先から上位区分へ

要管理先以外の要注意先から正常先へ

合　　計

ランクアップ内容 貸出額先数
ランクアップ活動の状況（平成28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36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29年3月末現在5名）、
行員と協働でお取引先の支援にあたっております。

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29年3月末)

381件（うち平成28年度 41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

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 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

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

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２9年３月末までとしていた設置期間を、平成30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、震災の影響により融資のご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いては、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しております。
また、個人のお客さまについても、貸出条件変更のほか、個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用等を行っております。

※貸出条件変更契約締結先の残高は、対象先の総与信残高

※極度内の融資実行等は含んでおりません。

貸出条件変更契約締結状況
（平成29年3月末までの契約締結実績）

・事業者　　　　2,390先 / 1,771億円（うち平成28年度 148先 / 78億円）
・住宅ローン他　1,905先 / 　241億円（うち平成28年度   98先 / 11億円）

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11名（平成29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名の外部専門家の
審査部への常駐を開始いたしました。平成29年3月末
現在、常駐する専門家を5名に増員し、更なる体制強化を
図っております。

お取引先に対するコンサルティング機能の強化

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」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２9年３月末）

延べ5,016ヵ店
駐在型審査実施日数（震災後～平成２9年３月末）

延べ328日

本部渉外人員によるコンサルティング機能の発揮
●本部渉外担当者による各種ソリューションの提供
　営業渉外部では、震災からの復興や発展に向けた取組み
を強化するため、お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本部渉外担当者を配置しております。
　本部渉外担当者は、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２9年３月末までの累計）

延べ16,666件

●アジアビジネス支援室による海外ビジネス支援
　アジアビジネス支援室では、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、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２8年度）

712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、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29年3月末までの累計）

延べ1,742件

経営者保証に関するガイドラインへの取組状況
　平成25年12月の経営者保証に関するガイドラインの
公表をうけ、経営者保証に依存しない融資の促進に向けた
態勢を強化しております。
　当行では、これまでに本ガイドラインで求められている
お客さまの経営状況等について適切に確認を行ったうえで、
無保証融資、保証契約の解除（事業承継時の前経営者の
保証契約の解除を含む）、既存の保証契約の見直しに対応
しており、引続き誠実に対応してまいります。
「経営者保証に関するガイドライン」活用実績（平成27年1月～平成29年3月末）
ガイドライン活用先数
全与信先に占める活用先数の割合

2,184先
11.3％

平成28年度における「経営者保証に関するガイドライン」への取組状況
新規に無保証で融資した件数※

保証契約を解除した件数
保証契約を変更した件数

929件
322件
81件

新規融資件数※ 9,387件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 9.9％

経営者保証ガイドラインの活用事例
・Ａ社は、小規模ながら強固な営業基盤を背景として堅調に業況が推移して

いる測量・建築設計を営む会社です。
・当行は、Ａ社の更なる成長を支援し、企業価値の向上につなげるため、

改めてＡ社にヒアリングを実施したところ、既存の保証契約について経営者
保証を解除することが可能か検討してほしいとの依頼がありました。

・当行では、Ａ社の事業内容および経営課題等を十分に把握・分析したうえで、
当ガイドラインにおける適用要件の確認を行い、以下の点を踏まえ、経営者
保証を解除することとしました。

◦Ａ社と経営者における資産・経理が明確に分離されていること。
◦経営課題の解決支援に取り組むなかで、Ａ社からは、今後とも適時適切な情報  
　開示が期待されること。

◦強固な営業基盤等から、今後とも堅調な業績の推移が見込まれること。
・経営者保証の解除を通じて、Ａ社との一層強固かつ良好なリレーション

の構築に繋げるとともに、引続きＡ社の経営課題解決に向けた支援ならびに
金融支援に取り組んでいく方針です。

◎取組事例

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3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２9年3月３1日時点）

災害復興住宅融資取扱実績（平成29年3月末)
6,195件/1,163億円（うち平成28年度 426件/95億円）

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。

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29年3月末）
752件/166億円

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29年3月末)

5,335件/1,186億円（うち平成28年度 61件/24億円） 

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。

つなぎ資金実績　   725件/522億円
自己資金部分実績　160件/118億円 

｢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29年3月末)

外部専門家と連携した中小企業再生支援協議会の活用提案
・宮城県において住宅建築・リフォーム業を営むＢ社は、震災復興需要の落
ち込みにより、近年の売上高が減少傾向にあったほか、工事別採算管理体
制の不備や人手不足による人件費・外注費負担の増加等により、慢性的な
赤字が続いていました。
・Ｂ社より相談を受けた当行は、営業店、審査部および審査部常駐の外部専
門家が協働し、建設会計システムの導入による工事別採算管理体制の構
築および若手従業員に対する教育・指導の徹底等を骨子とした経営改善
計画の策定支援を行いました。
・また、当面の資金繰り安定を図るため、貸出条件変更の金融支援を行う必
要があったことから、当行は複数の金融機関と取引があったＢ社に対し中
小企業再生支援協議会の活用を提案し、取引金融機関の協調支援体制を
確立しました。
・当行はメイン行として策定された経営改善計画の進捗状況にかかるモニ
タリングを定期的に実施するとともに、必要に応じ新規工事受注にかかる
短期運転資金に対応する等、Ｂ社の価値向上に向けた支援に取り組んでお
ります。

◎取組事例

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28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62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、24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29年3月末までに、
130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。

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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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28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36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29年3月末現在5名）、
行員と協働でお取引先の支援にあたっております。

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29年3月末)

381件（うち平成28年度 41件）

地域と共に
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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3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２9年3月３1日時点）

災害復興住宅融資取扱実績（平成29年3月末)
6,195件/1,163億円（うち平成28年度 426件/95億円）

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。

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29年3月末）
752件/166億円

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29年3月末)

5,335件/1,186億円（うち平成28年度 61件/24億円） 

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。

つなぎ資金実績　   725件/522億円
自己資金部分実績　160件/118億円 

｢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29年3月末)

外部専門家と連携した中小企業再生支援協議会の活用提案
・宮城県において住宅建築・リフォーム業を営むＢ社は、震災復興需要の落
ち込みにより、近年の売上高が減少傾向にあったほか、工事別採算管理体
制の不備や人手不足による人件費・外注費負担の増加等により、慢性的な
赤字が続いていました。
・Ｂ社より相談を受けた当行は、営業店、審査部および審査部常駐の外部専
門家が協働し、建設会計システムの導入による工事別採算管理体制の構
築および若手従業員に対する教育・指導の徹底等を骨子とした経営改善
計画の策定支援を行いました。
・また、当面の資金繰り安定を図るため、貸出条件変更の金融支援を行う必
要があったことから、当行は複数の金融機関と取引があったＢ社に対し中
小企業再生支援協議会の活用を提案し、取引金融機関の協調支援体制を
確立しました。
・当行はメイン行として策定された経営改善計画の進捗状況にかかるモニ
タリングを定期的に実施するとともに、必要に応じ新規工事受注にかかる
短期運転資金に対応する等、Ｂ社の価値向上に向けた支援に取り組んでお
ります。

◎取組事例

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28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62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、24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29年3月末までに、
130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。

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28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36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29年3月末現在5名）、
行員と協働でお取引先の支援にあたっております。

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29年3月末)

381件（うち平成28年度 41件）

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。

※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

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

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）
75件（平成29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）
185件（平成29年3月末）

行員の目利き力向上への取組み
●「経営改善計画策定支援マニュアル」の発行
　審査部常駐の外部専門家の事業再生・経営改善支援に
関する専門的な知見・ノウハウ等を「見える化」することに
より、行員の目利き力・事業性評価にかかるスキルの一層
の強化を図るため、平成28年9月までに全21回「経営改善
計画策定支援マニュアル」を発行いたしました。
●「事業再生・経営改善支援セミナー」の開催
　事業再生・経営改善支援に関する基礎知識の習得ならびに
事例研究・演習を通じた実践力の向上を目的に、地域経済
活性化支援機構（略称：ＲＥＶＩＣ）の特定専門家が講師となり、
業種別の休日セミナーや、事業性評価にかかる研修会を開催
しております。

私的整理ガイドライン対応実績（平成29年3月末）

相談受付　　　　　 504件
申出受付　　　　　 255件
弁済計画案受付　　 215件
弁済計画案同意件数 215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。
(注)地方公共団体取引営業店：県庁、仙台市役所、塩釜、多賀城、矢本、石巻、気仙沼、古川、築館、佐沼、白石、角田、岩沼、増田、富谷、松島、
七ヶ浜、利府、女川、志津川、吉岡、中新田、小牛田、涌谷、蔵王、大河原、船岡、村田、丸森、亘理、山下、川崎、原町（以上33ヵ店）

●地方創生推進委員会の設置
　平成27年10月、地方創生に向けて、当行に期待される役割を務め、地域における当行の価値を高めるとともに、地域経済の
成長・発展に貢献する観点から、「地方創生推進委員会」を設置いたしました。
　地方創生推進委員会の主導のもと、地方創生に関する行内外のワンストップ窓口である「地方創生推進デスク」が営業店と
連携し、産学官連携を図りながら、地方版総合戦略の推進に取り組んでおります。

地方創生への取組み

創業・新規事業支援 地域中核企業支援・育成（事業性評価の促進）

まちづくり事業の促進（PPP／PFIの促進） 観光振興支援　等

・ 創業・第二創業支援
・ ベンチャーファンド等を通じた資金供給支援
・ 産学官連携による起業家応援イベント等の開催

・ 官民連携事業の促進
・ 地域開発プロジェクトへの参画
・ まちづくりに関する勉強会の開催

・ 観光振興事業の支援・育成
・ インバウンド推進支援
・ UIJターン等地域の人口増加につながる取組支援

・ 販路回復・拡大支援
・ 海外ビジネス支援
・ 産学連携による支援
・ 農林水産業の成長産業化

・ 経営改善・事業再生
・ 事業承継・M&A
・ ABL

重点推進項目

●「観光振興事業への支援に関する業務協力協定」の締結
　平成29年3月、青森銀行、秋田銀行、岩手銀行、山形銀行、東邦銀行および日本政策投資銀行と「観光振興事業への支援に
関する業務協力協定」を締結いたしました。
　政府が東北の観光復興を重点施策のひとつと位置付けるなか、東北を営業基盤とする金融機関は、観光関連事業者や地方
公共団体が取り組む観光振興事業に対して、金融ネットワーク等を活用した支援を
進め、地域の活性化に貢献することが求められております。今回の業務協力協定は、
各行が情報交換や金融サービスの提供等に関して連携を図り、観光振興への支援を
通じて、地域の更なる魅力向上と地方創生に寄与することを目指すものです。
　本協定により、各行のノウハウとネットワークを融合させ、東北の観光振興に向けた
「地域づくり」に関する幅広い分野において連携を強化し、付加価値の高いサービス
を提供してまいります。

●地方創生をテーマとした研修会の開催
　平成29年4月、地方創生の取組強化および意識向上を図るため、地方創生をテーマ
とした研修会を開催し、役員、部長、支店長などの研修参加者に向けて、支店長2名
が先進的な好事例を発表いたしました。

地域と共に
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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3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２9年3月３1日時点）

災害復興住宅融資取扱実績（平成29年3月末)
6,195件/1,163億円（うち平成28年度 426件/95億円）

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。

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29年3月末）
752件/166億円

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29年3月末)

5,335件/1,186億円（うち平成28年度 61件/24億円） 

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。

つなぎ資金実績　   725件/522億円
自己資金部分実績　160件/118億円 

｢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29年3月末)

外部専門家と連携した中小企業再生支援協議会の活用提案
・宮城県において住宅建築・リフォーム業を営むＢ社は、震災復興需要の落
ち込みにより、近年の売上高が減少傾向にあったほか、工事別採算管理体
制の不備や人手不足による人件費・外注費負担の増加等により、慢性的な
赤字が続いていました。
・Ｂ社より相談を受けた当行は、営業店、審査部および審査部常駐の外部専
門家が協働し、建設会計システムの導入による工事別採算管理体制の構
築および若手従業員に対する教育・指導の徹底等を骨子とした経営改善
計画の策定支援を行いました。
・また、当面の資金繰り安定を図るため、貸出条件変更の金融支援を行う必
要があったことから、当行は複数の金融機関と取引があったＢ社に対し中
小企業再生支援協議会の活用を提案し、取引金融機関の協調支援体制を
確立しました。
・当行はメイン行として策定された経営改善計画の進捗状況にかかるモニ
タリングを定期的に実施するとともに、必要に応じ新規工事受注にかかる
短期運転資金に対応する等、Ｂ社の価値向上に向けた支援に取り組んでお
ります。

◎取組事例

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28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62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、24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29年3月末までに、
130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。

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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ランクアップ活動の状況（平成28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36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29年3月末現在5名）、
行員と協働でお取引先の支援にあたっております。

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29年3月末)

381件（うち平成28年度 41件）

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。

※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

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

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）
75件（平成29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）
185件（平成29年3月末）

行員の目利き力向上への取組み
●「経営改善計画策定支援マニュアル」の発行
　審査部常駐の外部専門家の事業再生・経営改善支援に
関する専門的な知見・ノウハウ等を「見える化」することに
より、行員の目利き力・事業性評価にかかるスキルの一層
の強化を図るため、平成28年9月までに全21回「経営改善
計画策定支援マニュアル」を発行いたしました。
●「事業再生・経営改善支援セミナー」の開催
　事業再生・経営改善支援に関する基礎知識の習得ならびに
事例研究・演習を通じた実践力の向上を目的に、地域経済
活性化支援機構（略称：ＲＥＶＩＣ）の特定専門家が講師となり、
業種別の休日セミナーや、事業性評価にかかる研修会を開催
しております。

私的整理ガイドライン対応実績（平成29年3月末）

相談受付　　　　　 504件
申出受付　　　　　 255件
弁済計画案受付　　 215件
弁済計画案同意件数 215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。
(注)地方公共団体取引営業店：県庁、仙台市役所、塩釜、多賀城、矢本、石巻、気仙沼、古川、築館、佐沼、白石、角田、岩沼、増田、富谷、松島、
七ヶ浜、利府、女川、志津川、吉岡、中新田、小牛田、涌谷、蔵王、大河原、船岡、村田、丸森、亘理、山下、川崎、原町（以上33ヵ店）

●地方創生推進委員会の設置
　平成27年10月、地方創生に向けて、当行に期待される役割を務め、地域における当行の価値を高めるとともに、地域経済の
成長・発展に貢献する観点から、「地方創生推進委員会」を設置いたしました。
　地方創生推進委員会の主導のもと、地方創生に関する行内外のワンストップ窓口である「地方創生推進デスク」が営業店と
連携し、産学官連携を図りながら、地方版総合戦略の推進に取り組んでおります。

地方創生への取組み

創業・新規事業支援 地域中核企業支援・育成（事業性評価の促進）

まちづくり事業の促進（PPP／PFIの促進） 観光振興支援　等

・ 創業・第二創業支援
・ ベンチャーファンド等を通じた資金供給支援
・ 産学官連携による起業家応援イベント等の開催

・ 官民連携事業の促進
・ 地域開発プロジェクトへの参画
・ まちづくりに関する勉強会の開催

・ 観光振興事業の支援・育成
・ インバウンド推進支援
・ UIJターン等地域の人口増加につながる取組支援

・ 販路回復・拡大支援
・ 海外ビジネス支援
・ 産学連携による支援
・ 農林水産業の成長産業化

・ 経営改善・事業再生
・ 事業承継・M&A
・ ABL

重点推進項目

●「観光振興事業への支援に関する業務協力協定」の締結
　平成29年3月、青森銀行、秋田銀行、岩手銀行、山形銀行、東邦銀行および日本政策投資銀行と「観光振興事業への支援に
関する業務協力協定」を締結いたしました。
　政府が東北の観光復興を重点施策のひとつと位置付けるなか、東北を営業基盤とする金融機関は、観光関連事業者や地方
公共団体が取り組む観光振興事業に対して、金融ネットワーク等を活用した支援を
進め、地域の活性化に貢献することが求められております。今回の業務協力協定は、
各行が情報交換や金融サービスの提供等に関して連携を図り、観光振興への支援を
通じて、地域の更なる魅力向上と地方創生に寄与することを目指すものです。
　本協定により、各行のノウハウとネットワークを融合させ、東北の観光振興に向けた
「地域づくり」に関する幅広い分野において連携を強化し、付加価値の高いサービス
を提供してまいります。

●地方創生をテーマとした研修会の開催
　平成29年4月、地方創生の取組強化および意識向上を図るため、地方創生をテーマ
とした研修会を開催し、役員、部長、支店長などの研修参加者に向けて、支店長2名
が先進的な好事例を発表いたしました。

地域と共に
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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
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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
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　なお、本制度を利用されたお客さまからの、新たな住宅
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　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
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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。
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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
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　審査部常駐の外部専門家の事業再生・経営改善支援に
関する専門的な知見・ノウハウ等を「見える化」することに
より、行員の目利き力・事業性評価にかかるスキルの一層
の強化を図るため、平成28年9月までに全21回「経営改善
計画策定支援マニュアル」を発行いたしました。
●「事業再生・経営改善支援セミナー」の開催
　事業再生・経営改善支援に関する基礎知識の習得ならびに
事例研究・演習を通じた実践力の向上を目的に、地域経済
活性化支援機構（略称：ＲＥＶＩＣ）の特定専門家が講師となり、
業種別の休日セミナーや、事業性評価にかかる研修会を開催
しております。

私的整理ガイドライン対応実績（平成29年3月末）
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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。
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七ヶ浜、利府、女川、志津川、吉岡、中新田、小牛田、涌谷、蔵王、大河原、船岡、村田、丸森、亘理、山下、川崎、原町（以上33ヵ店）

●地方創生推進委員会の設置
　平成27年10月、地方創生に向けて、当行に期待される役割を務め、地域における当行の価値を高めるとともに、地域経済の
成長・発展に貢献する観点から、「地方創生推進委員会」を設置いたしました。
　地方創生推進委員会の主導のもと、地方創生に関する行内外のワンストップ窓口である「地方創生推進デスク」が営業店と
連携し、産学官連携を図りながら、地方版総合戦略の推進に取り組んでおります。

地方創生への取組み

創業・新規事業支援 地域中核企業支援・育成（事業性評価の促進）

まちづくり事業の促進（PPP／PFIの促進） 観光振興支援　等

・ 創業・第二創業支援
・ ベンチャーファンド等を通じた資金供給支援
・ 産学官連携による起業家応援イベント等の開催

・ 官民連携事業の促進
・ 地域開発プロジェクトへの参画
・ まちづくりに関する勉強会の開催

・ 観光振興事業の支援・育成
・ インバウンド推進支援
・ UIJターン等地域の人口増加につながる取組支援

・ 販路回復・拡大支援
・ 海外ビジネス支援
・ 産学連携による支援
・ 農林水産業の成長産業化

・ 経営改善・事業再生
・ 事業承継・M&A
・ ABL

重点推進項目

●「観光振興事業への支援に関する業務協力協定」の締結
　平成29年3月、青森銀行、秋田銀行、岩手銀行、山形銀行、東邦銀行および日本政策投資銀行と「観光振興事業への支援に
関する業務協力協定」を締結いたしました。
　政府が東北の観光復興を重点施策のひとつと位置付けるなか、東北を営業基盤とする金融機関は、観光関連事業者や地方
公共団体が取り組む観光振興事業に対して、金融ネットワーク等を活用した支援を
進め、地域の活性化に貢献することが求められております。今回の業務協力協定は、
各行が情報交換や金融サービスの提供等に関して連携を図り、観光振興への支援を
通じて、地域の更なる魅力向上と地方創生に寄与することを目指すものです。
　本協定により、各行のノウハウとネットワークを融合させ、東北の観光振興に向けた
「地域づくり」に関する幅広い分野において連携を強化し、付加価値の高いサービス
を提供してまいります。

●地方創生をテーマとした研修会の開催
　平成29年4月、地方創生の取組強化および意識向上を図るため、地方創生をテーマ
とした研修会を開催し、役員、部長、支店長などの研修参加者に向けて、支店長2名
が先進的な好事例を発表いたしました。

〈事業性評価の概念図〉

事業性評価
（取引先企業の適切な評価）

好循環の実現

解決策の提案
（コンサルティング機能の発揮）

〈事業性評価取組みのポイント〉
・取引先の成長・発展
・地域経済・産業活動の活性化
・短期的な成果ではなく長期的ビジョン

事業内容・成長可能性の評価
経営課題の把握

地域経済・産業の分析 ◎新規事業支援
・産学官連携
・政府系金融機関との連携　等
◎金融支援
・資金供給（事業性評価に基づく融資、
 担保・保証に過度に依存しない融資）
・条件変更、経営改善支援、債権買取　等
◎本業支援
・ビジネスマッチング・商談会
・海外ビジネス支援
・事業承継、Ｍ＆Ａ　等

地方創生（地域経済の活性化等）

取引先企業の成長・発展 地域経済の成長・発展

七十七キャピタル株式会社の設立
　様々なライフステージにある企業への主体的な成長
マネーの供給に取り組み、地域経済の活性化に一層貢献
していくため、投資事業有限責任組合（ファンド）の組成・
運営業務を行う「七十七キャピタル株式会社」を平成28年
7月に設立いたしました。
　平成28年8月、当行は七十七キャピタル株式会社と
ともに、第１号となる「77ニュービジネス投資事業有限責任
組合（通称：７７ニュービジネスファンド）」をファンド総額10
億円で組成し、平成２８年度に東北大学発のベンチャー
企業など４件の投資を実行しました。
　当行は、七十七キャピタル株式会社が組成するファンド
を活用し、企業の事業特性やニーズに応じた幅広い資金
の提供はもとより、投資を通じた企業育成や企業支援を
積極的に行い、地域価値の向上に努めてまいります。

創業・新規事業開拓支援
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２8年度）

171件（うち創業・新規事業支援融資実績 144件/726百万円）

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。

経営革新等支援機関としての補助金支援実績（平成29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51件
採択実績26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79件
採択実績39件

創業補助金（通称：創業促進補助金）

平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金

平成27年度予算創業・第二創業促進補助金

ものづくり・商業・サービス革新補助金

支援件数47件
採択実績19件ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

支援件数25件
採択実績11件ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

支援件数58件
採択実績18件
支援件数25件
採択実績21件
支援件数10件
採択実績  9件
支援件数17件
採択実績14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。
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

国立大学法人東北大学（業務連携）
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）
公立大学法人宮城大学（業務連携）

平成19年1月
平成26年7月

7月
8月

12月
平成27年8月

７７ニュービジネスファンドによる投資
・C社は、主に宮城県産のホタテ・ホヤ・牡蛎等を取り扱う水産加工業者

です。東日本大震災では、本社・工場が大規模半壊するなど甚大な被害
を受けましたが、三陸産の良質な水産物の流通を維持するため、復興を
果たし、地域経済の活性化に貢献しています。

・当行は、事業性評価を通じて、C社の更なる成長に向けた資本性資金の
活用を提案するため、当行グループ会社である七十七キャピタル㈱を
紹介。七十七キャピタル㈱では、C社が事業の拡大や雇用の創出に積極的
に取り組んでおり、地元水産業を中心とした地域経済の発展に大きく
貢献していること等を踏まえ、その成長を支援するため、「７７ニュービジネス
ファンド」からの投資を実行したものです。

・C社は、現在、新たな加工工場を建設中であり、加工能力の増大により、
地元生産者からの受入量拡大を図るとともに、食品の衛生管理基準である
HACCP 導入等により製品品質を更に向上させ、国内のみならず、仙台
空港等を活用した販売網の拡大を図っていく計画です。

◎取組事例

資金繰りの安定化による営業力強化を目的とした融資実行
・他行がメイン行のD社は、小回りが利く配送に強み

を持つ運送会社であり、資金繰りの繁忙が、営業力
強化の阻害要因となっているとの課題認識を持って
いました。

・当行は、事業性評価を通じてD社の事業内容や商流
等についてヒアリングを進めるなかで、社長自らが
資金繰りを含めた内部管理全般を担当しており、
資金調達の煩雑な手続を避けるために調達してきた
長期借入金が資金繰りを悪化させている要因で
あることが判明しました。

・当行は資金繰りを安定させるために、短期継続融資
を活用した資金調達を提案し、その内容が評価された
ことから、メイン行として取引するに至りました。
当行では引続き、販路拡大や本業支援の提案を通
じて、D社の企業価値向上に向けた取組みを継続
していきます。

◎取組事例

事業性評価への取組み
　地域の経済・産業の現状および課題を適切に認識・分析するとともに、様々なライフステージにある企業の事業内容や成長
可能性などを適切に評価し、円滑な資金供給や課題解決策の提案を行う事業性評価に、積極的に取り組んでおります。

〈事業性評価のフロー〉

解決策の提案

営業店

取引先

課題・ニーズの把握

取引先の課題・解決策の共有
解決策の提案

事業承継、M＆A

本　部

営業渉外部 地域開発部

市場国際部

事業再生・経営改善支援

営業統轄部

事業性評価推進デスク

海外ビジネス支援

創業支援、ビジネスマッチング

審査部

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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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。

※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

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

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）
75件（平成29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）
185件（平成29年3月末）

行員の目利き力向上への取組み
●「経営改善計画策定支援マニュアル」の発行
　審査部常駐の外部専門家の事業再生・経営改善支援に
関する専門的な知見・ノウハウ等を「見える化」することに
より、行員の目利き力・事業性評価にかかるスキルの一層
の強化を図るため、平成28年9月までに全21回「経営改善
計画策定支援マニュアル」を発行いたしました。
●「事業再生・経営改善支援セミナー」の開催
　事業再生・経営改善支援に関する基礎知識の習得ならびに
事例研究・演習を通じた実践力の向上を目的に、地域経済
活性化支援機構（略称：ＲＥＶＩＣ）の特定専門家が講師となり、
業種別の休日セミナーや、事業性評価にかかる研修会を開催
しております。

私的整理ガイドライン対応実績（平成29年3月末）

相談受付　　　　　 504件
申出受付　　　　　 255件
弁済計画案受付　　 215件
弁済計画案同意件数 215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。
(注)地方公共団体取引営業店：県庁、仙台市役所、塩釜、多賀城、矢本、石巻、気仙沼、古川、築館、佐沼、白石、角田、岩沼、増田、富谷、松島、
七ヶ浜、利府、女川、志津川、吉岡、中新田、小牛田、涌谷、蔵王、大河原、船岡、村田、丸森、亘理、山下、川崎、原町（以上33ヵ店）

●地方創生推進委員会の設置
　平成27年10月、地方創生に向けて、当行に期待される役割を務め、地域における当行の価値を高めるとともに、地域経済の
成長・発展に貢献する観点から、「地方創生推進委員会」を設置いたしました。
　地方創生推進委員会の主導のもと、地方創生に関する行内外のワンストップ窓口である「地方創生推進デスク」が営業店と
連携し、産学官連携を図りながら、地方版総合戦略の推進に取り組んでおります。

地方創生への取組み

創業・新規事業支援 地域中核企業支援・育成（事業性評価の促進）

まちづくり事業の促進（PPP／PFIの促進） 観光振興支援　等

・ 創業・第二創業支援
・ ベンチャーファンド等を通じた資金供給支援
・ 産学官連携による起業家応援イベント等の開催

・ 官民連携事業の促進
・ 地域開発プロジェクトへの参画
・ まちづくりに関する勉強会の開催

・ 観光振興事業の支援・育成
・ インバウンド推進支援
・ UIJターン等地域の人口増加につながる取組支援

・ 販路回復・拡大支援
・ 海外ビジネス支援
・ 産学連携による支援
・ 農林水産業の成長産業化

・ 経営改善・事業再生
・ 事業承継・M&A
・ ABL

重点推進項目

●「観光振興事業への支援に関する業務協力協定」の締結
　平成29年3月、青森銀行、秋田銀行、岩手銀行、山形銀行、東邦銀行および日本政策投資銀行と「観光振興事業への支援に
関する業務協力協定」を締結いたしました。
　政府が東北の観光復興を重点施策のひとつと位置付けるなか、東北を営業基盤とする金融機関は、観光関連事業者や地方
公共団体が取り組む観光振興事業に対して、金融ネットワーク等を活用した支援を
進め、地域の活性化に貢献することが求められております。今回の業務協力協定は、
各行が情報交換や金融サービスの提供等に関して連携を図り、観光振興への支援を
通じて、地域の更なる魅力向上と地方創生に寄与することを目指すものです。
　本協定により、各行のノウハウとネットワークを融合させ、東北の観光振興に向けた
「地域づくり」に関する幅広い分野において連携を強化し、付加価値の高いサービス
を提供してまいります。

●地方創生をテーマとした研修会の開催
　平成29年4月、地方創生の取組強化および意識向上を図るため、地方創生をテーマ
とした研修会を開催し、役員、部長、支店長などの研修参加者に向けて、支店長2名
が先進的な好事例を発表いたしました。

〈事業性評価の概念図〉

事業性評価
（取引先企業の適切な評価）

好循環の実現

解決策の提案
（コンサルティング機能の発揮）

〈事業性評価取組みのポイント〉
・取引先の成長・発展
・地域経済・産業活動の活性化
・短期的な成果ではなく長期的ビジョン

事業内容・成長可能性の評価
経営課題の把握

地域経済・産業の分析 ◎新規事業支援
・産学官連携
・政府系金融機関との連携　等
◎金融支援
・資金供給（事業性評価に基づく融資、
 担保・保証に過度に依存しない融資）
・条件変更、経営改善支援、債権買取　等
◎本業支援
・ビジネスマッチング・商談会
・海外ビジネス支援
・事業承継、Ｍ＆Ａ　等

地方創生（地域経済の活性化等）

取引先企業の成長・発展 地域経済の成長・発展

七十七キャピタル株式会社の設立
　様々なライフステージにある企業への主体的な成長
マネーの供給に取り組み、地域経済の活性化に一層貢献
していくため、投資事業有限責任組合（ファンド）の組成・
運営業務を行う「七十七キャピタル株式会社」を平成28年
7月に設立いたしました。
　平成28年8月、当行は七十七キャピタル株式会社と
ともに、第１号となる「77ニュービジネス投資事業有限責任
組合（通称：７７ニュービジネスファンド）」をファンド総額10
億円で組成し、平成２８年度に東北大学発のベンチャー
企業など４件の投資を実行しました。
　当行は、七十七キャピタル株式会社が組成するファンド
を活用し、企業の事業特性やニーズに応じた幅広い資金
の提供はもとより、投資を通じた企業育成や企業支援を
積極的に行い、地域価値の向上に努めてまいります。

創業・新規事業開拓支援
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２8年度）

171件（うち創業・新規事業支援融資実績 144件/726百万円）

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。

経営革新等支援機関としての補助金支援実績（平成29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51件
採択実績26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79件
採択実績39件

創業補助金（通称：創業促進補助金）

平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金

平成27年度予算創業・第二創業促進補助金

ものづくり・商業・サービス革新補助金

支援件数47件
採択実績19件ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

支援件数25件
採択実績11件ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

支援件数58件
採択実績18件
支援件数25件
採択実績21件
支援件数10件
採択実績  9件
支援件数17件
採択実績14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。
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

国立大学法人東北大学（業務連携）
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）
公立大学法人宮城大学（業務連携）

平成19年1月
平成26年7月

7月
8月

12月
平成27年8月

７７ニュービジネスファンドによる投資
・C社は、主に宮城県産のホタテ・ホヤ・牡蛎等を取り扱う水産加工業者

です。東日本大震災では、本社・工場が大規模半壊するなど甚大な被害
を受けましたが、三陸産の良質な水産物の流通を維持するため、復興を
果たし、地域経済の活性化に貢献しています。

・当行は、事業性評価を通じて、C社の更なる成長に向けた資本性資金の
活用を提案するため、当行グループ会社である七十七キャピタル㈱を
紹介。七十七キャピタル㈱では、C社が事業の拡大や雇用の創出に積極的
に取り組んでおり、地元水産業を中心とした地域経済の発展に大きく
貢献していること等を踏まえ、その成長を支援するため、「７７ニュービジネス
ファンド」からの投資を実行したものです。

・C社は、現在、新たな加工工場を建設中であり、加工能力の増大により、
地元生産者からの受入量拡大を図るとともに、食品の衛生管理基準である
HACCP 導入等により製品品質を更に向上させ、国内のみならず、仙台
空港等を活用した販売網の拡大を図っていく計画です。

◎取組事例

資金繰りの安定化による営業力強化を目的とした融資実行
・他行がメイン行のD社は、小回りが利く配送に強み

を持つ運送会社であり、資金繰りの繁忙が、営業力
強化の阻害要因となっているとの課題認識を持って
いました。

・当行は、事業性評価を通じてD社の事業内容や商流
等についてヒアリングを進めるなかで、社長自らが
資金繰りを含めた内部管理全般を担当しており、
資金調達の煩雑な手続を避けるために調達してきた
長期借入金が資金繰りを悪化させている要因で
あることが判明しました。

・当行は資金繰りを安定させるために、短期継続融資
を活用した資金調達を提案し、その内容が評価された
ことから、メイン行として取引するに至りました。
当行では引続き、販路拡大や本業支援の提案を通
じて、D社の企業価値向上に向けた取組みを継続
していきます。

◎取組事例

事業性評価への取組み
　地域の経済・産業の現状および課題を適切に認識・分析するとともに、様々なライフステージにある企業の事業内容や成長
可能性などを適切に評価し、円滑な資金供給や課題解決策の提案を行う事業性評価に、積極的に取り組んでおります。

〈事業性評価のフロー〉

解決策の提案

営業店

取引先

課題・ニーズの把握
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〈事業性評価の概念図〉
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・取引先の成長・発展
・地域経済・産業活動の活性化
・短期的な成果ではなく長期的ビジョン

事業内容・成長可能性の評価
経営課題の把握

地域経済・産業の分析 ◎新規事業支援
・産学官連携
・政府系金融機関との連携　等
◎金融支援
・資金供給（事業性評価に基づく融資、
 担保・保証に過度に依存しない融資）
・条件変更、経営改善支援、債権買取　等
◎本業支援
・ビジネスマッチング・商談会
・海外ビジネス支援
・事業承継、Ｍ＆Ａ　等

地方創生（地域経済の活性化等）

取引先企業の成長・発展 地域経済の成長・発展

七十七キャピタル株式会社の設立
　様々なライフステージにある企業への主体的な成長
マネーの供給に取り組み、地域経済の活性化に一層貢献
していくため、投資事業有限責任組合（ファンド）の組成・
運営業務を行う「七十七キャピタル株式会社」を平成28年
7月に設立いたしました。
　平成28年8月、当行は七十七キャピタル株式会社と
ともに、第１号となる「77ニュービジネス投資事業有限責任
組合（通称：７７ニュービジネスファンド）」をファンド総額10
億円で組成し、平成２８年度に東北大学発のベンチャー
企業など４件の投資を実行しました。
　当行は、七十七キャピタル株式会社が組成するファンド
を活用し、企業の事業特性やニーズに応じた幅広い資金
の提供はもとより、投資を通じた企業育成や企業支援を
積極的に行い、地域価値の向上に努めてまいります。

創業・新規事業開拓支援
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２8年度）

171件（うち創業・新規事業支援融資実績 144件/726百万円）

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。

経営革新等支援機関としての補助金支援実績（平成29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51件
採択実績26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79件
採択実績39件

創業補助金（通称：創業促進補助金）

平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金

平成27年度予算創業・第二創業促進補助金
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採択実績  9件
支援件数17件
採択実績14件
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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。
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

国立大学法人東北大学（業務連携）
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）
公立大学法人宮城大学（業務連携）

平成19年1月
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７７ニュービジネスファンドによる投資
・C社は、主に宮城県産のホタテ・ホヤ・牡蛎等を取り扱う水産加工業者

です。東日本大震災では、本社・工場が大規模半壊するなど甚大な被害
を受けましたが、三陸産の良質な水産物の流通を維持するため、復興を
果たし、地域経済の活性化に貢献しています。

・当行は、事業性評価を通じて、C社の更なる成長に向けた資本性資金の
活用を提案するため、当行グループ会社である七十七キャピタル㈱を
紹介。七十七キャピタル㈱では、C社が事業の拡大や雇用の創出に積極的
に取り組んでおり、地元水産業を中心とした地域経済の発展に大きく
貢献していること等を踏まえ、その成長を支援するため、「７７ニュービジネス
ファンド」からの投資を実行したものです。

・C社は、現在、新たな加工工場を建設中であり、加工能力の増大により、
地元生産者からの受入量拡大を図るとともに、食品の衛生管理基準である
HACCP 導入等により製品品質を更に向上させ、国内のみならず、仙台
空港等を活用した販売網の拡大を図っていく計画です。

◎取組事例

資金繰りの安定化による営業力強化を目的とした融資実行
・他行がメイン行のD社は、小回りが利く配送に強み

を持つ運送会社であり、資金繰りの繁忙が、営業力
強化の阻害要因となっているとの課題認識を持って
いました。

・当行は、事業性評価を通じてD社の事業内容や商流
等についてヒアリングを進めるなかで、社長自らが
資金繰りを含めた内部管理全般を担当しており、
資金調達の煩雑な手続を避けるために調達してきた
長期借入金が資金繰りを悪化させている要因で
あることが判明しました。

・当行は資金繰りを安定させるために、短期継続融資
を活用した資金調達を提案し、その内容が評価された
ことから、メイン行として取引するに至りました。
当行では引続き、販路拡大や本業支援の提案を通
じて、D社の企業価値向上に向けた取組みを継続
していきます。

◎取組事例

事業性評価への取組み
　地域の経済・産業の現状および課題を適切に認識・分析するとともに、様々なライフステージにある企業の事業内容や成長
可能性などを適切に評価し、円滑な資金供給や課題解決策の提案を行う事業性評価に、積極的に取り組んでおります。

〈事業性評価のフロー〉

解決策の提案

営業店

取引先

課題・ニーズの把握

取引先の課題・解決策の共有
解決策の提案

事業承継、M＆A

本　部

営業渉外部 地域開発部

市場国際部

事業再生・経営改善支援

営業統轄部

事業性評価推進デスク

海外ビジネス支援

創業支援、ビジネスマッチング

審査部

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の創出や
経営課題の支援など、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おります。

地域産業の育成支援

国内ビジネスマッチング成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
5,193件※商談会成約件数含む（うち平成28年度 1,022件）

七十七ビジネスマッチングサービス成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
713件（うち平成28年度 290件）

●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 ＳＥＮＤＡＩ」
に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成28年度
に14回開催された“伊達な商談会”には、延べ282社の企業
が参加し、個別商談が行われました。

平成28年7月
仙台
10月
山形

開催時期／場所 商談会名
国内での商談会開催実績（平成28年度分）

（　）内は当行取引先参加社数

第12回食材王国みやぎビジネス商談会（58社）

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）

11月
東京 地方銀行フードセレクション2016（14社）

平成29年2月
東京

第9回おいしい山形・食材王国みやぎビジネス
商談会（26社）

事業承継・Ｍ＆Ａ
　高齢化社会の進展を背景として、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
サポート課に事業承継・相続対策を専門とするプライベート
バンキング担当者を3名、営業渉外課にＭ＆Ａの担当者を
2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。

●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。

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29年3月末現在20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。

み　　　　り

●商談会の開催
　平成28年11月、東京ビッグサイトにおいて、全国の地方
銀行52行が連携し、第11回目となる「地方銀行フード
セレクション2016」を開催いたしました。当日は、全国各地
の食品製造業者が、大手スーパー、百貨店、外食産業等
のバイヤーに対し、各社の商品を売り込み、熱のこもった
商談が繰り広げられました。
　また、平成29年2月には北海道銀行との間で締結した
宮城県と北海道の交流支援
の促進を趣旨とする業務
提携に基づき「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～」を開催しました。

地方銀行フードセレクション2016

事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２8年度）

自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 378件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBOの提案  309件

平成28年11月産学連携セミナーの様子

産学官ネットワークの強化
　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。
　当協定に基づき、平成25年2月・11月および平成26年
11月の計3回、「七十七銀行・東北大学震災復興共同企画

『東北大学ラボツアー』」を開催、平成27年度には「七十七
銀行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム』」
を開催しております。
　平成28年度は、11月から平成29年3月にかけて、「七十七
銀行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム
Ⅱ』」を開催いたしました。研究室訪問等を中心に技術課題
と研究シーズのマッチングを支援する従来の企画を発展
させ、具体的な成果の創出を目指し、東北大学との協働に
よる参加者へのフォローアップや、複数の教員が課題解決
のアドバイスを行う会議を実施し、累計60社・団体の88名
の方にご参加いただきました。

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
よりスタートして以降、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の提供と
積極的な資金供給に取り組んでおります。

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29年3月末）
204件/609億円

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。
　仙台市ではIT関連企業の立地を推進しており、当行では
進出企業に対して、本部・営業店が一体となり、産学官の
外部支援機関と連携のうえ、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。

平成28年
9月

平成28年
10月～

平成29年
3月

開催時期 セミナー名 内容／参加人数
医療・介護ビジネス関連のセミナー開催実績（平成28年度）

平成29年
3月

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29年
3月末までに1,207件ご利用いただいております。

＜七十七＞
介護経営戦略塾
プレセミナー

＜七十七＞
介護経営戦略塾

社会福祉法人向け
経営戦略セミナー

「2018年介護保険報酬改正の
ポイントと対応策」、「改正社会
福 祉 法から見た介 護 業 界 の
将来像」について説明しました。

（68先／97名）

社会福祉法人の経営環境、人材
確保・育成等について説明しま
した。

（13先／15名）

介 護 事 業 者 が 抱える様 々な
経営課題（人材確保･育成等）の
解決に向けた講義・グループ
ワークを開催しました（全5回）。

（24先／39名）

地域と共に
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〈事業性評価の概念図〉

事業性評価
（取引先企業の適切な評価）

好循環の実現

解決策の提案
（コンサルティング機能の発揮）

〈事業性評価取組みのポイント〉
・取引先の成長・発展
・地域経済・産業活動の活性化
・短期的な成果ではなく長期的ビジョン

事業内容・成長可能性の評価
経営課題の把握

地域経済・産業の分析 ◎新規事業支援
・産学官連携
・政府系金融機関との連携　等
◎金融支援
・資金供給（事業性評価に基づく融資、
 担保・保証に過度に依存しない融資）
・条件変更、経営改善支援、債権買取　等
◎本業支援
・ビジネスマッチング・商談会
・海外ビジネス支援
・事業承継、Ｍ＆Ａ　等

地方創生（地域経済の活性化等）

取引先企業の成長・発展 地域経済の成長・発展

七十七キャピタル株式会社の設立
　様々なライフステージにある企業への主体的な成長
マネーの供給に取り組み、地域経済の活性化に一層貢献
していくため、投資事業有限責任組合（ファンド）の組成・
運営業務を行う「七十七キャピタル株式会社」を平成28年
7月に設立いたしました。
　平成28年8月、当行は七十七キャピタル株式会社と
ともに、第１号となる「77ニュービジネス投資事業有限責任
組合（通称：７７ニュービジネスファンド）」をファンド総額10
億円で組成し、平成２８年度に東北大学発のベンチャー
企業など４件の投資を実行しました。
　当行は、七十七キャピタル株式会社が組成するファンド
を活用し、企業の事業特性やニーズに応じた幅広い資金
の提供はもとより、投資を通じた企業育成や企業支援を
積極的に行い、地域価値の向上に努めてまいります。

創業・新規事業開拓支援
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２8年度）

171件（うち創業・新規事業支援融資実績 144件/726百万円）

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。

経営革新等支援機関としての補助金支援実績（平成29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51件
採択実績26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79件
採択実績39件

創業補助金（通称：創業促進補助金）

平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金

平成27年度予算創業・第二創業促進補助金

ものづくり・商業・サービス革新補助金

支援件数47件
採択実績19件ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

支援件数25件
採択実績11件ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

支援件数58件
採択実績18件
支援件数25件
採択実績21件
支援件数10件
採択実績  9件
支援件数17件
採択実績14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。
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

国立大学法人東北大学（業務連携）
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）
公立大学法人宮城大学（業務連携）

平成19年1月
平成26年7月

7月
8月

12月
平成27年8月

７７ニュービジネスファンドによる投資
・C社は、主に宮城県産のホタテ・ホヤ・牡蛎等を取り扱う水産加工業者

です。東日本大震災では、本社・工場が大規模半壊するなど甚大な被害
を受けましたが、三陸産の良質な水産物の流通を維持するため、復興を
果たし、地域経済の活性化に貢献しています。

・当行は、事業性評価を通じて、C社の更なる成長に向けた資本性資金の
活用を提案するため、当行グループ会社である七十七キャピタル㈱を
紹介。七十七キャピタル㈱では、C社が事業の拡大や雇用の創出に積極的
に取り組んでおり、地元水産業を中心とした地域経済の発展に大きく
貢献していること等を踏まえ、その成長を支援するため、「７７ニュービジネス
ファンド」からの投資を実行したものです。

・C社は、現在、新たな加工工場を建設中であり、加工能力の増大により、
地元生産者からの受入量拡大を図るとともに、食品の衛生管理基準である
HACCP 導入等により製品品質を更に向上させ、国内のみならず、仙台
空港等を活用した販売網の拡大を図っていく計画です。

◎取組事例

資金繰りの安定化による営業力強化を目的とした融資実行
・他行がメイン行のD社は、小回りが利く配送に強み

を持つ運送会社であり、資金繰りの繁忙が、営業力
強化の阻害要因となっているとの課題認識を持って
いました。

・当行は、事業性評価を通じてD社の事業内容や商流
等についてヒアリングを進めるなかで、社長自らが
資金繰りを含めた内部管理全般を担当しており、
資金調達の煩雑な手続を避けるために調達してきた
長期借入金が資金繰りを悪化させている要因で
あることが判明しました。

・当行は資金繰りを安定させるために、短期継続融資
を活用した資金調達を提案し、その内容が評価された
ことから、メイン行として取引するに至りました。
当行では引続き、販路拡大や本業支援の提案を通
じて、D社の企業価値向上に向けた取組みを継続
していきます。

◎取組事例

事業性評価への取組み
　地域の経済・産業の現状および課題を適切に認識・分析するとともに、様々なライフステージにある企業の事業内容や成長
可能性などを適切に評価し、円滑な資金供給や課題解決策の提案を行う事業性評価に、積極的に取り組んでおります。

〈事業性評価のフロー〉

解決策の提案

営業店

取引先

課題・ニーズの把握

取引先の課題・解決策の共有
解決策の提案

事業承継、M＆A

本　部

営業渉外部 地域開発部

市場国際部

事業再生・経営改善支援

営業統轄部

事業性評価推進デスク

海外ビジネス支援

創業支援、ビジネスマッチング

審査部

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の創出や
経営課題の支援など、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おります。

地域産業の育成支援

国内ビジネスマッチング成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
5,193件※商談会成約件数含む（うち平成28年度 1,022件）

七十七ビジネスマッチングサービス成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
713件（うち平成28年度 290件）

●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 ＳＥＮＤＡＩ」
に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成28年度
に14回開催された“伊達な商談会”には、延べ282社の企業
が参加し、個別商談が行われました。

平成28年7月
仙台
10月
山形

開催時期／場所 商談会名
国内での商談会開催実績（平成28年度分）

（　）内は当行取引先参加社数

第12回食材王国みやぎビジネス商談会（58社）

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）

11月
東京 地方銀行フードセレクション2016（14社）

平成29年2月
東京

第9回おいしい山形・食材王国みやぎビジネス
商談会（26社）

事業承継・Ｍ＆Ａ
　高齢化社会の進展を背景として、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
サポート課に事業承継・相続対策を専門とするプライベート
バンキング担当者を3名、営業渉外課にＭ＆Ａの担当者を
2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。

●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。

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29年3月末現在20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。

み　　　　り

●商談会の開催
　平成28年11月、東京ビッグサイトにおいて、全国の地方
銀行52行が連携し、第11回目となる「地方銀行フード
セレクション2016」を開催いたしました。当日は、全国各地
の食品製造業者が、大手スーパー、百貨店、外食産業等
のバイヤーに対し、各社の商品を売り込み、熱のこもった
商談が繰り広げられました。
　また、平成29年2月には北海道銀行との間で締結した
宮城県と北海道の交流支援
の促進を趣旨とする業務
提携に基づき「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～」を開催しました。

地方銀行フードセレクション2016

事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２8年度）

自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 378件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBOの提案  309件

平成28年11月産学連携セミナーの様子

産学官ネットワークの強化
　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。
　当協定に基づき、平成25年2月・11月および平成26年
11月の計3回、「七十七銀行・東北大学震災復興共同企画

『東北大学ラボツアー』」を開催、平成27年度には「七十七
銀行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム』」
を開催しております。
　平成28年度は、11月から平成29年3月にかけて、「七十七
銀行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム
Ⅱ』」を開催いたしました。研究室訪問等を中心に技術課題
と研究シーズのマッチングを支援する従来の企画を発展
させ、具体的な成果の創出を目指し、東北大学との協働に
よる参加者へのフォローアップや、複数の教員が課題解決
のアドバイスを行う会議を実施し、累計60社・団体の88名
の方にご参加いただきました。

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
よりスタートして以降、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の提供と
積極的な資金供給に取り組んでおります。

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29年3月末）
204件/609億円

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。
　仙台市ではIT関連企業の立地を推進しており、当行では
進出企業に対して、本部・営業店が一体となり、産学官の
外部支援機関と連携のうえ、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。

平成28年
9月

平成28年
10月～

平成29年
3月

開催時期 セミナー名 内容／参加人数
医療・介護ビジネス関連のセミナー開催実績（平成28年度）

平成29年
3月

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29年
3月末までに1,207件ご利用いただいております。

＜七十七＞
介護経営戦略塾
プレセミナー

＜七十七＞
介護経営戦略塾

社会福祉法人向け
経営戦略セミナー

「2018年介護保険報酬改正の
ポイントと対応策」、「改正社会
福 祉 法から見た介 護 業 界 の
将来像」について説明しました。

（68先／97名）

社会福祉法人の経営環境、人材
確保・育成等について説明しま
した。

（13先／15名）

介 護 事 業 者 が 抱える様 々な
経営課題（人材確保･育成等）の
解決に向けた講義・グループ
ワークを開催しました（全5回）。

（24先／39名）

地域と共に
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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の創出や
経営課題の支援など、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おります。

地域産業の育成支援

国内ビジネスマッチング成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
5,193件※商談会成約件数含む（うち平成28年度 1,022件）

七十七ビジネスマッチングサービス成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
713件（うち平成28年度 290件）

●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 ＳＥＮＤＡＩ」
に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成28年度
に14回開催された“伊達な商談会”には、延べ282社の企業
が参加し、個別商談が行われました。

平成28年7月
仙台
10月
山形

開催時期／場所 商談会名
国内での商談会開催実績（平成28年度分）

（　）内は当行取引先参加社数

第12回食材王国みやぎビジネス商談会（58社）

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）

11月
東京 地方銀行フードセレクション2016（14社）

平成29年2月
東京

第9回おいしい山形・食材王国みやぎビジネス
商談会（26社）

事業承継・Ｍ＆Ａ
　高齢化社会の進展を背景として、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
サポート課に事業承継・相続対策を専門とするプライベート
バンキング担当者を3名、営業渉外課にＭ＆Ａの担当者を
2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。

●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。

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29年3月末現在20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。

み　　　　り

●商談会の開催
　平成28年11月、東京ビッグサイトにおいて、全国の地方
銀行52行が連携し、第11回目となる「地方銀行フード
セレクション2016」を開催いたしました。当日は、全国各地
の食品製造業者が、大手スーパー、百貨店、外食産業等
のバイヤーに対し、各社の商品を売り込み、熱のこもった
商談が繰り広げられました。
　また、平成29年2月には北海道銀行との間で締結した
宮城県と北海道の交流支援
の促進を趣旨とする業務
提携に基づき「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～」を開催しました。

地方銀行フードセレクション2016

事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２8年度）

自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 378件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBOの提案  309件

平成28年11月産学連携セミナーの様子

産学官ネットワークの強化
　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。
　当協定に基づき、平成25年2月・11月および平成26年
11月の計3回、「七十七銀行・東北大学震災復興共同企画

『東北大学ラボツアー』」を開催、平成27年度には「七十七
銀行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム』」
を開催しております。
　平成28年度は、11月から平成29年3月にかけて、「七十七
銀行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム
Ⅱ』」を開催いたしました。研究室訪問等を中心に技術課題
と研究シーズのマッチングを支援する従来の企画を発展
させ、具体的な成果の創出を目指し、東北大学との協働に
よる参加者へのフォローアップや、複数の教員が課題解決
のアドバイスを行う会議を実施し、累計60社・団体の88名
の方にご参加いただきました。

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
よりスタートして以降、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の提供と
積極的な資金供給に取り組んでおります。

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29年3月末）
204件/609億円

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。
　仙台市ではIT関連企業の立地を推進しており、当行では
進出企業に対して、本部・営業店が一体となり、産学官の
外部支援機関と連携のうえ、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。

平成28年
9月

平成28年
10月～

平成29年
3月

開催時期 セミナー名 内容／参加人数
医療・介護ビジネス関連のセミナー開催実績（平成28年度）

平成29年
3月

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29年
3月末までに1,207件ご利用いただいております。

＜七十七＞
介護経営戦略塾
プレセミナー

＜七十七＞
介護経営戦略塾

社会福祉法人向け
経営戦略セミナー

「2018年介護保険報酬改正の
ポイントと対応策」、「改正社会
福 祉 法から見た介 護 業 界 の
将来像」について説明しました。

（68先／97名）

社会福祉法人の経営環境、人材
確保・育成等について説明しま
した。

（13先／15名）

介 護 事 業 者 が 抱える様 々な
経営課題（人材確保･育成等）の
解決に向けた講義・グループ
ワークを開催しました（全5回）。

（24先／39名）

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29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。

・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）
・仙台市／南吉成学校給食センター整備事業（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）
・国土交通省／仙台空港特定運営事業（融資金融機関）

◎当行の宮城県内におけるPPP／ＰＦＩ取組実績

PPP／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、ＰＰＰ／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12件のＰＰＰ／ＰＦＩ事業について
融資金融機関として参加しており、うち6件についてはメイン行
としてアレンジャー・エージェント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28年3月末

平成29年3月末

35

35

5,952

4,969

36

36

14,830

11,215

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。

地方公共団体との協定締結
　地方創生に向けた取組強化のため、平成28年度は7つの
地方公共団体と「包括連携・協力に関する協定」を締結いた
しました。本協定は、当行と各地方公共団体が相互に連携し、
双方の資源を効果的に活用し、地域経済の持続的な発展に
つなげることを目的とするものです。
　また、平成28年6月には、当行と県内9金融機関が連携の
うえ、宮城県と「高齢者地域見守りに関する協定」を締結
しております。今後も地方公共団体との連携を強化し、地方
創生に関する積極的な関与・協力を通じて、地域の復興・
発展に貢献してまいります。

観光振興を通じた地域活性化
　当行は、地域の観光振興支援の一環として、宮城県初の
日本版DMO候補法人である、一般社団法人宮城イン
バウンドDMOの設立（平成29年3月）にあたり、企画・構想
段階から携わるとともに、宮城県南の13自治体ならびに
商工会等を対象とした誘客に向けた勉強会の開催等に
より、当該地域の観光に関する気運の醸成ならびに地域間
連携に協力しております。引続き、観光振興を通じた地域
活性化に取り組んでまいります。

宮城インバウンドDMO

協定締結先一覧

平成28年2月

2月

7月

9月

12月

12月

加美町

岩沼市

蔵王町

新地町（福島県）

富谷市

南相馬市（福島県）

平成29年1月

2月

3月

4月

6月

石巻市

丸森町

女川町

東松島市

村田町

時期 地方公共団体 時期 地方公共団体

資金供給手段の多様化
●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29年3月末現在19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。

診療報酬債権等を担保としたＡＢＬの活用による支援
・医療法人のE社は、病院・老人保健施設を複数運営しています。東日本

大震災で建物の一部損壊や設備流失等の被害を受けましたが、早期に
療養施設の病床整備等の復旧を進め、地域医療に貢献してきました。

・E社は更なる医療サービスの向上を目指し、老朽化した病院の建替えや
大規模修繕を予定していたことから、将来的な長期借入増加に伴う返済
負担拡大が重荷となっていました。

・当行は、E社の当面の運転資金ニーズに対し、診療報酬債権等を活用した
ＡＢＬによる資金調達手段の多様化を提案したところ、E社の財務バランス
およびキャッシュフローの改善に資する取組みとの評価を受け、ＡＢＬの
実行に至りました。

◎取組事例

＜運転資金の調達例＞
・商品在庫：米、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、酒造設備一式

担保の例：酒造設備一式

ファンドの活用
　被災企業に対する復興支援等を目的として、当行が出資
する3件の復興支援ファンドを活用し、これまで被災地域の
復興や成長に資する事業を行うお取引先17社に対する投資
を実行いたしました。
　また、創業・新規事業、事業承継など、取引先のライフ
ステージに応じた多様な資金ニーズに対応するため、「77
ニュービジネスファンド」等を活用し、成長資金の供給や
経営支援に積極的に取り組んでおります。

クラウドファンディングの手法を活用した支援
　新規事業や新たな顧客の獲得を目指すお取引先の支援
を目的に、ミュージックセキュリティーズ株式会社と提携し、
クラウドファンディングの手法を活用したファンドの組成を
支援しております。

電子記録債権版一括ファクタリングの取扱状況
　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、電子記録債権版一括ファクタリングサービスの
提供を行っております。一括ファクタリングとは、支払企業
の電子記録債権による支払いに、支払企業の信用力に基づく
仕入企業向けファクタリング（債権買取）を組み合わせた
サービスで、支払企業が発生させる電子記録債権を当行
提携先（注）が代行して一括受領し、仕入企業の指定に基づいた
方法で資金化を行うものです。
　本サービスは、支払企業が支払手形を削減することができ、
事務負担の軽減および印紙代の削減を図ることができます。
また、仕入企業側も、受取手形の削減による事務負担の軽減に
加えて、必要に応じて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、
仕入企業は自社の与信枠を使用せずに資金調達が可能と
なります。
注. 当行は、平成26年3月に㈱三井住友銀行およびSMBC電子債権記録㈱と提携、
　　平成29年2月に三井住友信託銀行㈱と提携しております。

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29年3月末）

151件/264億円（うち平成28年度 36件/69億円）

地域と共に
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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の創出や
経営課題の支援など、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おります。

地域産業の育成支援

国内ビジネスマッチング成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
5,193件※商談会成約件数含む（うち平成28年度 1,022件）

七十七ビジネスマッチングサービス成約件数累計(震災後～平成29年3月末)
713件（うち平成28年度 290件）

●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 ＳＥＮＤＡＩ」
に協力し、参加企業の募集等を行っております。平成28年度
に14回開催された“伊達な商談会”には、延べ282社の企業
が参加し、個別商談が行われました。

平成28年7月
仙台
10月
山形

開催時期／場所 商談会名
国内での商談会開催実績（平成28年度分）

（　）内は当行取引先参加社数

第12回食材王国みやぎビジネス商談会（58社）

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）

11月
東京 地方銀行フードセレクション2016（14社）

平成29年2月
東京

第9回おいしい山形・食材王国みやぎビジネス
商談会（26社）

事業承継・Ｍ＆Ａ
　高齢化社会の進展を背景として、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
サポート課に事業承継・相続対策を専門とするプライベート
バンキング担当者を3名、営業渉外課にＭ＆Ａの担当者を
2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。

●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。

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29年3月末現在20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。

み　　　　り

●商談会の開催
　平成28年11月、東京ビッグサイトにおいて、全国の地方
銀行52行が連携し、第11回目となる「地方銀行フード
セレクション2016」を開催いたしました。当日は、全国各地
の食品製造業者が、大手スーパー、百貨店、外食産業等
のバイヤーに対し、各社の商品を売り込み、熱のこもった
商談が繰り広げられました。
　また、平成29年2月には北海道銀行との間で締結した
宮城県と北海道の交流支援
の促進を趣旨とする業務
提携に基づき「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～」を開催しました。

地方銀行フードセレクション2016

事業承継・Ｍ＆Ａ関連提案実績（平成２8年度）

自社株評価を活用した事業承継スキームの提案 378件
外部専門機関等を活用した広域的M&A、MBOの提案  309件

平成28年11月産学連携セミナーの様子

産学官ネットワークの強化
　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。
　当協定に基づき、平成25年2月・11月および平成26年
11月の計3回、「七十七銀行・東北大学震災復興共同企画

『東北大学ラボツアー』」を開催、平成27年度には「七十七
銀行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム』」
を開催しております。
　平成28年度は、11月から平成29年3月にかけて、「七十七
銀行・東北大学共同企画『地方創生・産学連携プログラム
Ⅱ』」を開催いたしました。研究室訪問等を中心に技術課題
と研究シーズのマッチングを支援する従来の企画を発展
させ、具体的な成果の創出を目指し、東北大学との協働に
よる参加者へのフォローアップや、複数の教員が課題解決
のアドバイスを行う会議を実施し、累計60社・団体の88名
の方にご参加いただきました。

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
よりスタートして以降、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の提供と
積極的な資金供給に取り組んでおります。

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29年3月末）
204件/609億円

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。
　仙台市ではIT関連企業の立地を推進しており、当行では
進出企業に対して、本部・営業店が一体となり、産学官の
外部支援機関と連携のうえ、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。

平成28年
9月

平成28年
10月～

平成29年
3月

開催時期 セミナー名 内容／参加人数
医療・介護ビジネス関連のセミナー開催実績（平成28年度）

平成29年
3月

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29年
3月末までに1,207件ご利用いただいております。

＜七十七＞
介護経営戦略塾
プレセミナー

＜七十七＞
介護経営戦略塾

社会福祉法人向け
経営戦略セミナー

「2018年介護保険報酬改正の
ポイントと対応策」、「改正社会
福 祉 法から見た介 護 業 界 の
将来像」について説明しました。

（68先／97名）

社会福祉法人の経営環境、人材
確保・育成等について説明しま
した。

（13先／15名）

介 護 事 業 者 が 抱える様 々な
経営課題（人材確保･育成等）の
解決に向けた講義・グループ
ワークを開催しました（全5回）。

（24先／39名）

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29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。

・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）
・仙台市／南吉成学校給食センター整備事業（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）
・国土交通省／仙台空港特定運営事業（融資金融機関）

◎当行の宮城県内におけるPPP／ＰＦＩ取組実績

PPP／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、ＰＰＰ／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12件のＰＰＰ／ＰＦＩ事業について
融資金融機関として参加しており、うち6件についてはメイン行
としてアレンジャー・エージェント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28年3月末

平成29年3月末

35

35

5,952

4,969

36

36

14,830

11,215

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。

地方公共団体との協定締結
　地方創生に向けた取組強化のため、平成28年度は7つの
地方公共団体と「包括連携・協力に関する協定」を締結いた
しました。本協定は、当行と各地方公共団体が相互に連携し、
双方の資源を効果的に活用し、地域経済の持続的な発展に
つなげることを目的とするものです。
　また、平成28年6月には、当行と県内9金融機関が連携の
うえ、宮城県と「高齢者地域見守りに関する協定」を締結
しております。今後も地方公共団体との連携を強化し、地方
創生に関する積極的な関与・協力を通じて、地域の復興・
発展に貢献してまいります。

観光振興を通じた地域活性化
　当行は、地域の観光振興支援の一環として、宮城県初の
日本版DMO候補法人である、一般社団法人宮城イン
バウンドDMOの設立（平成29年3月）にあたり、企画・構想
段階から携わるとともに、宮城県南の13自治体ならびに
商工会等を対象とした誘客に向けた勉強会の開催等に
より、当該地域の観光に関する気運の醸成ならびに地域間
連携に協力しております。引続き、観光振興を通じた地域
活性化に取り組んでまいります。

宮城インバウンドDMO

協定締結先一覧

平成28年2月

2月

7月

9月

12月

12月

加美町

岩沼市

蔵王町

新地町（福島県）

富谷市

南相馬市（福島県）

平成29年1月

2月

3月

4月

6月

石巻市

丸森町

女川町

東松島市

村田町

時期 地方公共団体 時期 地方公共団体

資金供給手段の多様化
●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29年3月末現在19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。

診療報酬債権等を担保としたＡＢＬの活用による支援
・医療法人のE社は、病院・老人保健施設を複数運営しています。東日本

大震災で建物の一部損壊や設備流失等の被害を受けましたが、早期に
療養施設の病床整備等の復旧を進め、地域医療に貢献してきました。

・E社は更なる医療サービスの向上を目指し、老朽化した病院の建替えや
大規模修繕を予定していたことから、将来的な長期借入増加に伴う返済
負担拡大が重荷となっていました。

・当行は、E社の当面の運転資金ニーズに対し、診療報酬債権等を活用した
ＡＢＬによる資金調達手段の多様化を提案したところ、E社の財務バランス
およびキャッシュフローの改善に資する取組みとの評価を受け、ＡＢＬの
実行に至りました。

◎取組事例

＜運転資金の調達例＞
・商品在庫：米、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、酒造設備一式

担保の例：酒造設備一式

ファンドの活用
　被災企業に対する復興支援等を目的として、当行が出資
する3件の復興支援ファンドを活用し、これまで被災地域の
復興や成長に資する事業を行うお取引先17社に対する投資
を実行いたしました。
　また、創業・新規事業、事業承継など、取引先のライフ
ステージに応じた多様な資金ニーズに対応するため、「77
ニュービジネスファンド」等を活用し、成長資金の供給や
経営支援に積極的に取り組んでおります。

クラウドファンディングの手法を活用した支援
　新規事業や新たな顧客の獲得を目指すお取引先の支援
を目的に、ミュージックセキュリティーズ株式会社と提携し、
クラウドファンディングの手法を活用したファンドの組成を
支援しております。

電子記録債権版一括ファクタリングの取扱状況
　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、電子記録債権版一括ファクタリングサービスの
提供を行っております。一括ファクタリングとは、支払企業
の電子記録債権による支払いに、支払企業の信用力に基づく
仕入企業向けファクタリング（債権買取）を組み合わせた
サービスで、支払企業が発生させる電子記録債権を当行
提携先（注）が代行して一括受領し、仕入企業の指定に基づいた
方法で資金化を行うものです。
　本サービスは、支払企業が支払手形を削減することができ、
事務負担の軽減および印紙代の削減を図ることができます。
また、仕入企業側も、受取手形の削減による事務負担の軽減に
加えて、必要に応じて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、
仕入企業は自社の与信枠を使用せずに資金調達が可能と
なります。
注. 当行は、平成26年3月に㈱三井住友銀行およびSMBC電子債権記録㈱と提携、
　　平成29年2月に三井住友信託銀行㈱と提携しております。

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29年3月末）

151件/264億円（うち平成28年度 36件/69億円）

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29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。

・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）
・仙台市／南吉成学校給食センター整備事業（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）
・国土交通省／仙台空港特定運営事業（融資金融機関）

◎当行の宮城県内におけるPPP／ＰＦＩ取組実績

PPP／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、ＰＰＰ／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12件のＰＰＰ／ＰＦＩ事業について
融資金融機関として参加しており、うち6件についてはメイン行
としてアレンジャー・エージェント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28年3月末

平成29年3月末

35

35

5,952

4,969

36

36

14,830

11,215

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。

地方公共団体との協定締結
　地方創生に向けた取組強化のため、平成28年度は7つの
地方公共団体と「包括連携・協力に関する協定」を締結いた
しました。本協定は、当行と各地方公共団体が相互に連携し、
双方の資源を効果的に活用し、地域経済の持続的な発展に
つなげることを目的とするものです。
　また、平成28年6月には、当行と県内9金融機関が連携の
うえ、宮城県と「高齢者地域見守りに関する協定」を締結
しております。今後も地方公共団体との連携を強化し、地方
創生に関する積極的な関与・協力を通じて、地域の復興・
発展に貢献してまいります。

観光振興を通じた地域活性化
　当行は、地域の観光振興支援の一環として、宮城県初の
日本版DMO候補法人である、一般社団法人宮城イン
バウンドDMOの設立（平成29年3月）にあたり、企画・構想
段階から携わるとともに、宮城県南の13自治体ならびに
商工会等を対象とした誘客に向けた勉強会の開催等に
より、当該地域の観光に関する気運の醸成ならびに地域間
連携に協力しております。引続き、観光振興を通じた地域
活性化に取り組んでまいります。

宮城インバウンドDMO

協定締結先一覧

平成28年2月

2月

7月

9月

12月

12月

加美町

岩沼市

蔵王町

新地町（福島県）

富谷市

南相馬市（福島県）

平成29年1月

2月

3月

4月

6月

石巻市

丸森町

女川町

東松島市

村田町

時期 地方公共団体 時期 地方公共団体

資金供給手段の多様化
●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29年3月末現在19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。

診療報酬債権等を担保としたＡＢＬの活用による支援
・医療法人のE社は、病院・老人保健施設を複数運営しています。東日本

大震災で建物の一部損壊や設備流失等の被害を受けましたが、早期に
療養施設の病床整備等の復旧を進め、地域医療に貢献してきました。

・E社は更なる医療サービスの向上を目指し、老朽化した病院の建替えや
大規模修繕を予定していたことから、将来的な長期借入増加に伴う返済
負担拡大が重荷となっていました。

・当行は、E社の当面の運転資金ニーズに対し、診療報酬債権等を活用した
ＡＢＬによる資金調達手段の多様化を提案したところ、E社の財務バランス
およびキャッシュフローの改善に資する取組みとの評価を受け、ＡＢＬの
実行に至りました。

◎取組事例

＜運転資金の調達例＞
・商品在庫：米、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、酒造設備一式

担保の例：酒造設備一式

ファンドの活用
　被災企業に対する復興支援等を目的として、当行が出資
する3件の復興支援ファンドを活用し、これまで被災地域の
復興や成長に資する事業を行うお取引先17社に対する投資
を実行いたしました。
　また、創業・新規事業、事業承継など、取引先のライフ
ステージに応じた多様な資金ニーズに対応するため、「77
ニュービジネスファンド」等を活用し、成長資金の供給や
経営支援に積極的に取り組んでおります。

クラウドファンディングの手法を活用した支援
　新規事業や新たな顧客の獲得を目指すお取引先の支援
を目的に、ミュージックセキュリティーズ株式会社と提携し、
クラウドファンディングの手法を活用したファンドの組成を
支援しております。

電子記録債権版一括ファクタリングの取扱状況
　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、電子記録債権版一括ファクタリングサービスの
提供を行っております。一括ファクタリングとは、支払企業
の電子記録債権による支払いに、支払企業の信用力に基づく
仕入企業向けファクタリング（債権買取）を組み合わせた
サービスで、支払企業が発生させる電子記録債権を当行
提携先（注）が代行して一括受領し、仕入企業の指定に基づいた
方法で資金化を行うものです。
　本サービスは、支払企業が支払手形を削減することができ、
事務負担の軽減および印紙代の削減を図ることができます。
また、仕入企業側も、受取手形の削減による事務負担の軽減に
加えて、必要に応じて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、
仕入企業は自社の与信枠を使用せずに資金調達が可能と
なります。
注. 当行は、平成26年3月に㈱三井住友銀行およびSMBC電子債権記録㈱と提携、
　　平成29年2月に三井住友信託銀行㈱と提携しております。

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29年3月末）

151件/264億円（うち平成28年度 36件/69億円）

海外ビジネス支援体制の拡充
　当行では、アジアビジネス支援室が、海外の2つの駐在員
事務所（上海・シンガポール）や、海外への派遣行員、外部提携
機関等と連携し、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支援を行っております。

●海外への行員派遣の拡充
　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。
　平成28年4月より、タイで日系企業の進出支援等を行う
東洋ビジネスサービス株式会社に行員を派遣し、タイに
おけるお取引先の支援体制を強化いたしました。
　現在、上海駐在員事務所への駐在員（2名）、シンガポール
駐在員事務所への駐在員（2名）に加え、中国（大連、上海）、
香港、シンガポール、タイ（バンコク）、米国（ニューヨーク）、
英国（ロンドン）に合計12名の行員を派遣しております。

アジアビジネス支援

●シンガポール駐在員事務所の開設
　平成28年5月、約11年振りの海外拠点となるシンガポール
駐在員事務所を開設いたしました。

「ヒト」「モノ」「カネ」そして「情報」が
集まるアセアンの金融センターである
シンガポールにおいて、現地事情に
精通したスタッフが「生きた情報」を
提供し、お取引先のアセアン諸国等に
おけるビジネスを支援してまいります。

・お取引先のアセアン諸国等への進出支援および貿易・投資・金融に関
する情報提供
・アセアン諸国等の経済、金融事情等調査および金融事情および投融資
等に関する情報の収集

◎シンガポール駐在員事務所の主な業務内容

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。

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27年12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）
新韓銀行（韓国）・SBJ銀行（日本）

平成29年4月
平成28年9月 Banamex（メキシコ）

東亜銀行（香港）

●海外ビジネス情報誌「Global Letter」の発行
　当行では、海外ビジネスを展開しているお取引先や、海外
への事業展開を検討しているお取引先等への情報提供の
一環として、海外ビジネス情報誌

「Global Letter」を四半期毎に発行
しております。
　海外ネットワークを活用した情報
提供を通じ、お取引先の海外ビジネス
を積極的に支援してまいります。

東亜銀行との業務協力
　平成29年4月、香港最大の独立系地場銀行であり、中国
本土においても外国銀行
としては最大級の拠点網
を持つ東亜銀行と業務協力
に関する覚書を締結いた
しました。

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。
●海外ビジネスマッチング
　お取引先の海外での販路拡大、調達先の多様化等のニーズ
にお応えするため、海外でのビジネスマッチングに積極的に
取り組んでおります。
　また、商談会の開催のほか、駐在員事務所や海外派遣行員
による個別商談機会の提供を行っております。

（　）内は当行取引先参加社数

海外での商談会開催実績（平成28年度）

平成28年5月
ベトナム・ホーチミン

6月
タイ・バンコク

開催時期／場所 商談会名
地方銀行合同商談会ｉｎホーチミン（4社）

7月
中国・青島 2016中国青島商談会ミッション（9社）

Mfairバンコク2016ものづくり商談会（5社）

9月
中国・上海 地銀－ＣＴＢＣ上海合同商談会（5社）

9月
中国・上海

11月
台湾・台北・新竹

ＦＢＣ上海２０１６ものづくり商談会（12社）

11月
中国・大連 2016大連－地方銀行合同ビジネス商談会（15社）

ビジネスマッチング in 台北・新竹（11社）

平成29年2月
ベトナム・ハノイ FBCハノイ2017ものづくり商談会（5社）

東亜銀行との業務協力に関する覚書締結式の様子

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28年度：4回実施）
　宮城県内約750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。
●経済波及効果に関する調査（随時）
　当行では、県内企業動向調査などの定例調査以外にも、
地元のイベント等に関する経済波及効果などの調査・公表
を行っております。

地域への情報提供等 公益財団法人七十七ビジネス振興財団 
　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。

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。

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28年7月

平成29年2月

随時

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２8年度）

夏季講演会「アベノミクス、地方創生の行方」
（約200名）

事業承継や相続対策に関するセミナー
（計13回／約250名）

春季講演会「今後の内外情勢と日米関係」
（約350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、
当行の本部行員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。

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
ライフステージセミナー

43回
2回
4回

ホテル白萩ほか
本店4階大会議室

TKPガーデンシティ仙台ほか

1,165名
317名
76名

各種セミナー等の開催状況（平成２8年度）

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（15先／約1,300名）
新社会人として必要なマナー等（121社／約660名）
挨拶・電話応対の基本等（23社／約300名）

当行行員講師による講演会・研修会の実績（平成28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。

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28年4月には、講師にアレックス株式会社代表取締役
社長兼ＣＥＯ・グーグル日本法人元代表取締役社長 辻野
晃一郎氏をお招きし、「『グーグルで必要なことは、みんな
ソニーが教えてくれた』～しがらみを捨てると世界の変化
が見える～」と題し、ご講演いただき、約160名の方にご参加
いただきました。平成28年9月には、特定テーマセミナー

「デザインマーケティングセミナー」を開催いたしました。
講師に東北工業大学ライフデザイン学部クリエイティブ
デザイン学科教授 坂手勇次氏をお招きし、商品企画から
販促までの過程で、どのようなデザインが顧客ニーズを掴み、
売れる仕組み作りに役立つのかについて講演いただき、
約50名の方にご参加いただきました。
　また、平成29年2月には、講師に株式会社気仙沼ニッティ
ング代表取締役社長 御手洗瑞子氏をお招きし、特定テーマ
セミナー「『起業家セミナー』～地方は挑戦に満ちている～」
を開催いたしました。講演では、起業への想いや現在のビジネス
モデル、事業展開に至るまでのエピソードをお話しいただき、
約50名の方にご参加いただきました。

特定テーマセミナー「起業家セミナー」
～地方は挑戦に満ちている～

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。

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29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。

・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）
・仙台市／南吉成学校給食センター整備事業（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）
・国土交通省／仙台空港特定運営事業（融資金融機関）

◎当行の宮城県内におけるPPP／ＰＦＩ取組実績

PPP／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、ＰＰＰ／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12件のＰＰＰ／ＰＦＩ事業について
融資金融機関として参加しており、うち6件についてはメイン行
としてアレンジャー・エージェント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28年3月末

平成29年3月末

35

35

5,952

4,969

36

36

14,830

11,215

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。

地方公共団体との協定締結
　地方創生に向けた取組強化のため、平成28年度は7つの
地方公共団体と「包括連携・協力に関する協定」を締結いた
しました。本協定は、当行と各地方公共団体が相互に連携し、
双方の資源を効果的に活用し、地域経済の持続的な発展に
つなげることを目的とするものです。
　また、平成28年6月には、当行と県内9金融機関が連携の
うえ、宮城県と「高齢者地域見守りに関する協定」を締結
しております。今後も地方公共団体との連携を強化し、地方
創生に関する積極的な関与・協力を通じて、地域の復興・
発展に貢献してまいります。

観光振興を通じた地域活性化
　当行は、地域の観光振興支援の一環として、宮城県初の
日本版DMO候補法人である、一般社団法人宮城イン
バウンドDMOの設立（平成29年3月）にあたり、企画・構想
段階から携わるとともに、宮城県南の13自治体ならびに
商工会等を対象とした誘客に向けた勉強会の開催等に
より、当該地域の観光に関する気運の醸成ならびに地域間
連携に協力しております。引続き、観光振興を通じた地域
活性化に取り組んでまいります。

宮城インバウンドDMO

協定締結先一覧

平成28年2月

2月

7月

9月

12月

12月

加美町

岩沼市

蔵王町

新地町（福島県）

富谷市

南相馬市（福島県）

平成29年1月

2月

3月

4月

6月

石巻市

丸森町

女川町

東松島市

村田町

時期 地方公共団体 時期 地方公共団体

資金供給手段の多様化
●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29年3月末現在19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。

診療報酬債権等を担保としたＡＢＬの活用による支援
・医療法人のE社は、病院・老人保健施設を複数運営しています。東日本

大震災で建物の一部損壊や設備流失等の被害を受けましたが、早期に
療養施設の病床整備等の復旧を進め、地域医療に貢献してきました。

・E社は更なる医療サービスの向上を目指し、老朽化した病院の建替えや
大規模修繕を予定していたことから、将来的な長期借入増加に伴う返済
負担拡大が重荷となっていました。

・当行は、E社の当面の運転資金ニーズに対し、診療報酬債権等を活用した
ＡＢＬによる資金調達手段の多様化を提案したところ、E社の財務バランス
およびキャッシュフローの改善に資する取組みとの評価を受け、ＡＢＬの
実行に至りました。

◎取組事例

＜運転資金の調達例＞
・商品在庫：米、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、酒造設備一式

担保の例：酒造設備一式

ファンドの活用
　被災企業に対する復興支援等を目的として、当行が出資
する3件の復興支援ファンドを活用し、これまで被災地域の
復興や成長に資する事業を行うお取引先17社に対する投資
を実行いたしました。
　また、創業・新規事業、事業承継など、取引先のライフ
ステージに応じた多様な資金ニーズに対応するため、「77
ニュービジネスファンド」等を活用し、成長資金の供給や
経営支援に積極的に取り組んでおります。

クラウドファンディングの手法を活用した支援
　新規事業や新たな顧客の獲得を目指すお取引先の支援
を目的に、ミュージックセキュリティーズ株式会社と提携し、
クラウドファンディングの手法を活用したファンドの組成を
支援しております。

電子記録債権版一括ファクタリングの取扱状況
　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、電子記録債権版一括ファクタリングサービスの
提供を行っております。一括ファクタリングとは、支払企業
の電子記録債権による支払いに、支払企業の信用力に基づく
仕入企業向けファクタリング（債権買取）を組み合わせた
サービスで、支払企業が発生させる電子記録債権を当行
提携先（注）が代行して一括受領し、仕入企業の指定に基づいた
方法で資金化を行うものです。
　本サービスは、支払企業が支払手形を削減することができ、
事務負担の軽減および印紙代の削減を図ることができます。
また、仕入企業側も、受取手形の削減による事務負担の軽減に
加えて、必要に応じて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、
仕入企業は自社の与信枠を使用せずに資金調達が可能と
なります。
注. 当行は、平成26年3月に㈱三井住友銀行およびSMBC電子債権記録㈱と提携、
　　平成29年2月に三井住友信託銀行㈱と提携しております。

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29年3月末）

151件/264億円（うち平成28年度 36件/69億円）

海外ビジネス支援体制の拡充
　当行では、アジアビジネス支援室が、海外の2つの駐在員
事務所（上海・シンガポール）や、海外への派遣行員、外部提携
機関等と連携し、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支援を行っております。

●海外への行員派遣の拡充
　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。
　平成28年4月より、タイで日系企業の進出支援等を行う
東洋ビジネスサービス株式会社に行員を派遣し、タイに
おけるお取引先の支援体制を強化いたしました。
　現在、上海駐在員事務所への駐在員（2名）、シンガポール
駐在員事務所への駐在員（2名）に加え、中国（大連、上海）、
香港、シンガポール、タイ（バンコク）、米国（ニューヨーク）、
英国（ロンドン）に合計12名の行員を派遣しております。

アジアビジネス支援

●シンガポール駐在員事務所の開設
　平成28年5月、約11年振りの海外拠点となるシンガポール
駐在員事務所を開設いたしました。

「ヒト」「モノ」「カネ」そして「情報」が
集まるアセアンの金融センターである
シンガポールにおいて、現地事情に
精通したスタッフが「生きた情報」を
提供し、お取引先のアセアン諸国等に
おけるビジネスを支援してまいります。

・お取引先のアセアン諸国等への進出支援および貿易・投資・金融に関
する情報提供
・アセアン諸国等の経済、金融事情等調査および金融事情および投融資
等に関する情報の収集

◎シンガポール駐在員事務所の主な業務内容

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。

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27年12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）
新韓銀行（韓国）・SBJ銀行（日本）

平成29年4月
平成28年9月 Banamex（メキシコ）

東亜銀行（香港）

●海外ビジネス情報誌「Global Letter」の発行
　当行では、海外ビジネスを展開しているお取引先や、海外
への事業展開を検討しているお取引先等への情報提供の
一環として、海外ビジネス情報誌

「Global Letter」を四半期毎に発行
しております。
　海外ネットワークを活用した情報
提供を通じ、お取引先の海外ビジネス
を積極的に支援してまいります。

東亜銀行との業務協力
　平成29年4月、香港最大の独立系地場銀行であり、中国
本土においても外国銀行
としては最大級の拠点網
を持つ東亜銀行と業務協力
に関する覚書を締結いた
しました。

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。
●海外ビジネスマッチング
　お取引先の海外での販路拡大、調達先の多様化等のニーズ
にお応えするため、海外でのビジネスマッチングに積極的に
取り組んでおります。
　また、商談会の開催のほか、駐在員事務所や海外派遣行員
による個別商談機会の提供を行っております。

（　）内は当行取引先参加社数

海外での商談会開催実績（平成28年度）

平成28年5月
ベトナム・ホーチミン

6月
タイ・バンコク

開催時期／場所 商談会名
地方銀行合同商談会ｉｎホーチミン（4社）

7月
中国・青島 2016中国青島商談会ミッション（9社）

Mfairバンコク2016ものづくり商談会（5社）

9月
中国・上海 地銀－ＣＴＢＣ上海合同商談会（5社）

9月
中国・上海

11月
台湾・台北・新竹

ＦＢＣ上海２０１６ものづくり商談会（12社）

11月
中国・大連 2016大連－地方銀行合同ビジネス商談会（15社）

ビジネスマッチング in 台北・新竹（11社）

平成29年2月
ベトナム・ハノイ FBCハノイ2017ものづくり商談会（5社）

東亜銀行との業務協力に関する覚書締結式の様子

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28年度：4回実施）
　宮城県内約750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。
●経済波及効果に関する調査（随時）
　当行では、県内企業動向調査などの定例調査以外にも、
地元のイベント等に関する経済波及効果などの調査・公表
を行っております。

地域への情報提供等 公益財団法人七十七ビジネス振興財団 
　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。

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。

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28年7月

平成29年2月

随時

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２8年度）

夏季講演会「アベノミクス、地方創生の行方」
（約200名）

事業承継や相続対策に関するセミナー
（計13回／約250名）

春季講演会「今後の内外情勢と日米関係」
（約350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、
当行の本部行員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。

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
ライフステージセミナー

43回
2回
4回

ホテル白萩ほか
本店4階大会議室

TKPガーデンシティ仙台ほか

1,165名
317名
76名

各種セミナー等の開催状況（平成２8年度）

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（15先／約1,300名）
新社会人として必要なマナー等（121社／約660名）
挨拶・電話応対の基本等（23社／約300名）

当行行員講師による講演会・研修会の実績（平成28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。

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28年4月には、講師にアレックス株式会社代表取締役
社長兼ＣＥＯ・グーグル日本法人元代表取締役社長 辻野
晃一郎氏をお招きし、「『グーグルで必要なことは、みんな
ソニーが教えてくれた』～しがらみを捨てると世界の変化
が見える～」と題し、ご講演いただき、約160名の方にご参加
いただきました。平成28年9月には、特定テーマセミナー

「デザインマーケティングセミナー」を開催いたしました。
講師に東北工業大学ライフデザイン学部クリエイティブ
デザイン学科教授 坂手勇次氏をお招きし、商品企画から
販促までの過程で、どのようなデザインが顧客ニーズを掴み、
売れる仕組み作りに役立つのかについて講演いただき、
約50名の方にご参加いただきました。
　また、平成29年2月には、講師に株式会社気仙沼ニッティ
ング代表取締役社長 御手洗瑞子氏をお招きし、特定テーマ
セミナー「『起業家セミナー』～地方は挑戦に満ちている～」
を開催いたしました。講演では、起業への想いや現在のビジネス
モデル、事業展開に至るまでのエピソードをお話しいただき、
約50名の方にご参加いただきました。

特定テーマセミナー「起業家セミナー」
～地方は挑戦に満ちている～

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。

地域と共に
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海外ビジネス支援体制の拡充
　当行では、アジアビジネス支援室が、海外の2つの駐在員
事務所（上海・シンガポール）や、海外への派遣行員、外部提携
機関等と連携し、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支援を行っております。

●海外への行員派遣の拡充
　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。
　平成28年4月より、タイで日系企業の進出支援等を行う
東洋ビジネスサービス株式会社に行員を派遣し、タイに
おけるお取引先の支援体制を強化いたしました。
　現在、上海駐在員事務所への駐在員（2名）、シンガポール
駐在員事務所への駐在員（2名）に加え、中国（大連、上海）、
香港、シンガポール、タイ（バンコク）、米国（ニューヨーク）、
英国（ロンドン）に合計12名の行員を派遣しております。

アジアビジネス支援

●シンガポール駐在員事務所の開設
　平成28年5月、約11年振りの海外拠点となるシンガポール
駐在員事務所を開設いたしました。

「ヒト」「モノ」「カネ」そして「情報」が
集まるアセアンの金融センターである
シンガポールにおいて、現地事情に
精通したスタッフが「生きた情報」を
提供し、お取引先のアセアン諸国等に
おけるビジネスを支援してまいります。

・お取引先のアセアン諸国等への進出支援および貿易・投資・金融に関
する情報提供
・アセアン諸国等の経済、金融事情等調査および金融事情および投融資
等に関する情報の収集

◎シンガポール駐在員事務所の主な業務内容

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。

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27年12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）
新韓銀行（韓国）・SBJ銀行（日本）

平成29年4月
平成28年9月 Banamex（メキシコ）

東亜銀行（香港）

●海外ビジネス情報誌「Global Letter」の発行
　当行では、海外ビジネスを展開しているお取引先や、海外
への事業展開を検討しているお取引先等への情報提供の
一環として、海外ビジネス情報誌

「Global Letter」を四半期毎に発行
しております。
　海外ネットワークを活用した情報
提供を通じ、お取引先の海外ビジネス
を積極的に支援してまいります。

東亜銀行との業務協力
　平成29年4月、香港最大の独立系地場銀行であり、中国
本土においても外国銀行
としては最大級の拠点網
を持つ東亜銀行と業務協力
に関する覚書を締結いた
しました。

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。
●海外ビジネスマッチング
　お取引先の海外での販路拡大、調達先の多様化等のニーズ
にお応えするため、海外でのビジネスマッチングに積極的に
取り組んでおります。
　また、商談会の開催のほか、駐在員事務所や海外派遣行員
による個別商談機会の提供を行っております。

（　）内は当行取引先参加社数

海外での商談会開催実績（平成28年度）

平成28年5月
ベトナム・ホーチミン

6月
タイ・バンコク

開催時期／場所 商談会名
地方銀行合同商談会ｉｎホーチミン（4社）

7月
中国・青島 2016中国青島商談会ミッション（9社）

Mfairバンコク2016ものづくり商談会（5社）

9月
中国・上海 地銀－ＣＴＢＣ上海合同商談会（5社）

9月
中国・上海

11月
台湾・台北・新竹

ＦＢＣ上海２０１６ものづくり商談会（12社）

11月
中国・大連 2016大連－地方銀行合同ビジネス商談会（15社）

ビジネスマッチング in 台北・新竹（11社）

平成29年2月
ベトナム・ハノイ FBCハノイ2017ものづくり商談会（5社）

東亜銀行との業務協力に関する覚書締結式の様子

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28年度：4回実施）
　宮城県内約750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。
●経済波及効果に関する調査（随時）
　当行では、県内企業動向調査などの定例調査以外にも、
地元のイベント等に関する経済波及効果などの調査・公表
を行っております。

地域への情報提供等 公益財団法人七十七ビジネス振興財団 
　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。

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。

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28年7月

平成29年2月

随時

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２8年度）

夏季講演会「アベノミクス、地方創生の行方」
（約200名）

事業承継や相続対策に関するセミナー
（計13回／約250名）

春季講演会「今後の内外情勢と日米関係」
（約350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、
当行の本部行員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。

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
ライフステージセミナー

43回
2回
4回

ホテル白萩ほか
本店4階大会議室

TKPガーデンシティ仙台ほか

1,165名
317名
76名

各種セミナー等の開催状況（平成２8年度）

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（15先／約1,300名）
新社会人として必要なマナー等（121社／約660名）
挨拶・電話応対の基本等（23社／約300名）

当行行員講師による講演会・研修会の実績（平成28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。

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28年4月には、講師にアレックス株式会社代表取締役
社長兼ＣＥＯ・グーグル日本法人元代表取締役社長 辻野
晃一郎氏をお招きし、「『グーグルで必要なことは、みんな
ソニーが教えてくれた』～しがらみを捨てると世界の変化
が見える～」と題し、ご講演いただき、約160名の方にご参加
いただきました。平成28年9月には、特定テーマセミナー

「デザインマーケティングセミナー」を開催いたしました。
講師に東北工業大学ライフデザイン学部クリエイティブ
デザイン学科教授 坂手勇次氏をお招きし、商品企画から
販促までの過程で、どのようなデザインが顧客ニーズを掴み、
売れる仕組み作りに役立つのかについて講演いただき、
約50名の方にご参加いただきました。
　また、平成29年2月には、講師に株式会社気仙沼ニッティ
ング代表取締役社長 御手洗瑞子氏をお招きし、特定テーマ
セミナー「『起業家セミナー』～地方は挑戦に満ちている～」
を開催いたしました。講演では、起業への想いや現在のビジネス
モデル、事業展開に至るまでのエピソードをお話しいただき、
約50名の方にご参加いただきました。

特定テーマセミナー「起業家セミナー」
～地方は挑戦に満ちている～

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。

地域と共に
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