
平成２３年５月２６日 

 

株式会社七十七銀行 

 

「金融の円滑化にかかる対応措置等の概要」について 

 

 株式会社 七十七銀行（頭取 氏家 照彦）では、平成２１年１２月に「金

融円滑化推進についての当行の方針」を制定・公表し、お借入れおよび返済条

件の変更等にかかるお客さまからのご相談等に積極的に取り組んでおります。 

 この度、「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」の第７条に基づき、金融円滑化推進に関する当行の基本方針および体制

整備の概要、ならびに平成２３年３月末時点での貸付けの条件の変更等の実施

状況等について公表いたします。 

 なお、概要は下記のとおりとなっておりますが、詳細は別紙をご覧ください。 

当行は、この度の東日本大震災に伴うお客さまの直接的・間接的な被害および影

響を踏まえ、これまで以上にお客さまの状況に応じ、弾力的かつ迅速な対応に努め

るなど金融円滑化の推進に積極的に取り組んでまいります。 

 

記 

 

１．金融円滑化推進についての当行の方針 

２．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 

３．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 

４．中小企業の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 

    ５．中小企業のお客さまからの貸付けの条件のご変更等の申込みにかかる実

施状況 

  ６．住宅ローンご利用のお客さまからの貸付けの条件のご変更等の申込みに

かかる実施状況 

以 上 
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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 

第７条第１項に規定する説明書類 

 

第１ 内閣府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基

づく措置の実施に関する方針の概要 
 

 

金融円滑化推進についての当行の方針 

 

 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、現状の経済金融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、よ

り適切にお客さまからのご相談等に対応するため、「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おります。 

 

 

〔基本方針〕 

 

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 

決算書等、財務の表面上の数値のみで画一的な判断は行いません。特に、中小企業のお客

さまの審査については、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。 
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３．中小企業の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）や株式会社企業再生支援機構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２６項に規定する特定認証紛争解決手続をいいます。 
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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、中小企業の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。 

 

 

第２ 内閣府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基

づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要 
 

○ 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 

(１)「震災復興・金融円滑化相談窓口」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・金融円滑化相

談窓口」を設置しております。 

(２)「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。 

(３)「休日相談窓口」の設置 

中小企業のお客さまを対象として、休日にご相談をお受けする「休日相談窓口」を本店ロ

ーンセンターに設置しております。 

(４)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。 

(１)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 

(２)経営改善支援を適切に行うための態勢整備の検討 

(３)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 
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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。 

 

区 分 名  称 責任者・担当者 役  割 

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 

本 部 

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 

営業店等 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 

４．返済条件のご変更等にかかる案件の適切な管理 

(１)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。 

(２)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。 

(３)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。 

(４)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。 
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第３ 内閣府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基

づく措置にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要 

 

○ 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 

１．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」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。 

２．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」を設置しております。 

３．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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆苦情等のご相談に関する専用フリーダイヤル 
 

コンプライアンス統轄部 お客様サポート課 

 フリーダイヤル ０１２０－３７６０－７７ 

  銀行窓口営業日 午前９：００～午後５：００  

苦 情 相 談 

真摯かつ適切な対応 

【電話・ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙ 】

 

営業店（出張所）

ローンセンター

苦情受付担当者

苦情相談 

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

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） 真摯かつ適切な対応 

お

客

さ

ま
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第４ 内閣府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基

づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての

改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 

 

○ 中小企業の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．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。 

 

 

◎コンサルティング機能の発揮 

   円滑な金融仲介機能を発揮するため、当行では決算書等の表面的な数字のみならず、  

経営資源等を含め、中小企業のお客さまの経営実態の把握に注力するとともに、成長性  

および将来性等を重視し、次のような取組みを積極的に実施しております。 

 

  ○㈱整理回収機構との連携 

   ㈱整理回収機構が策定した事業再生計画に基づき、お取引先の事業再編を伴う実現可能

性の高い抜本的な経営再建計画の策定をサポートいたしました。 

 

○中小企業再生支援協議会との連携 

   中小企業再生支援協議会と連携し、お取引先の抜本的な経営再建計画の策定をサポート

し、他の取引金融機関と協調のうえ貸出条件変更を実施いたしました。 

 

○経営再建計画の策定支援 

 メイン行としてお取引先にかかる実現可能性の高い抜本的な経営再建計画の策定をサポ

ートするとともに、他の取引金融機関の合意を得て経営再建計画に基づく支援策を実施い

たしました。 

 

○外部コンサルティング会社との連携 

お取引先およびグループ会社の実態把握に注力し、グループ会社の不採算事業からの 

撤退・業種転換に関する提案および民間事業会社からの高金利借入の肩代わり等を行い、

お取引先の収益力強化を図りました。 

なお、お取引先およびグループ会社の長期的な経営安定化等を実現すべく外部コンサル

ティング会社と連携し、経営再建計画の策定を支援中です。 
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第５ 法第４条に基づく措置の実施状況 

（別表１）貸付けの条件のご変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

 

 

（単位：百万円） 

  
平成21年

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年 

9月末 

平成22年

12月末 

平成23年

3月末 

 
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた

貸付債権の額 
19,905 103,052 156,186 236,749 306,425 375,190

 
うち、信用保証協会等による債務の保

証を受けていなかった貸付債権の額 
16,265 85,294 128,377 196,244 253,751 306,479

 うち、実行に係る貸付債権の額 10,844 71,858 118,278 182,174 234,517 282,507

   

うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の

判断を示した貸付債権の額 

0 0 0 0 0 0

 うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 373 4,486 5,540 7,608 8,946

   

うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の

判断を示した貸付債権の額 

0 0 0 0 0 0

 うち、審査中の貸付債権の額 5,421 12,177 3,979 6,676 9,474 12,596

 

  

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 885 1,633 1,852 2,150 2,429

 
うち、信用保証協会等による債務の

保証を受けていた貸付債権の額 
3,639 17,758 27,808 40,505 52,673 68,711

 うち、実行に係る貸付債権の額 603 11,150 19,538 29,752 41,000 51,497

 うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 643 1,933 2,881 3,440 3,894

   

うち、信用保証協会等が債

務の保証を応諾する旨の判

断を示した貸付債権の額 

0 0 0 0 0 0

 うち、審査中の貸付債権の額 3,015 4,827 4,226 4,371 4,091 8,177

 

  

  

うち、取下げに係る貸付債権の額 20 1,137 2,110 3,498 4,140 5,142

注１．平成21年12月4日以降受付分の累計。なお、東日本大震災に伴い、お客さまからのご依

頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。 

注２．謝絶には、申込受付日より3ヵ月を経過したものの、継続審査中である「みなし謝絶」を

含んでおります。 

なお、平成 23 年 3 月末の謝絶合計 12,841 百万円のうち 12,159 百万円が「みなし謝絶」

でありますが、7,547百万円を実行しております。 
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第５ 法第４条に基づく措置の実施状況 

（別表２）貸付けの条件のご変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

 

 

（単位：件） 

  
平成21年

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年 

9月末 

平成22年

12月末 

平成23年

3月末 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた

貸付債権の数 
557 2,629 4,377 6,265 8,146 10,264

うち、信用保証協会等による債務の保

証を受けていなかった貸付債権の数 
317 1,551 2,693 3,867 5,056 6,198

うち、実行に係る貸付債権の数 199 1,341 2,450 3,581 4,701 5,724

  

うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の

判断を示した貸付債権の数 

0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 17 69 108 138 155

  

うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の

判断を示した貸付債権の数 

0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 118 176 135 127 152 245

  

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 17 39 51 65 74

うち、信用保証協会等による債務の

保証を受けていた貸付債権の数 
240 1,078 1,684 2,398 3,090 4,066

うち、実行に係る貸付債権の数 57 678 1,193 1,807 2,416 3,020

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 40 104 153 183 212

  

うち、信用保証協会等が債

務の保証を応諾する旨の判

断を示した貸付債権の数 

0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 182 281 246 228 225 518

  

  

うち、取下げに係る貸付債権の数 1 79 141 210 266 316

注１．平成21年12月4日以降受付分の累計。なお、東日本大震災に伴い、お客さまからのご依

頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。 

注２．謝絶には、申込受付日より3ヵ月を経過したものの、継続審査中である「みなし謝絶」を

含んでおります。 

なお、平成 23 年 3 月末の謝絶合計 367 件のうち 315 件が「みなし謝絶」でありますが、

177件を実行しております。 
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第５ 法第４条に基づく措置の実施状況 

（別表３）貸付けの条件のご変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する  

場合〕 

 

（単位：百万円） 

  
平成21年

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12月末 

平成23年

3月末 

信用保証協会等による債務の保証を受

けていなかった貸付債権に係る債務者

のうち他の金融機関に対しても法の施

行日以後に貸付けの条件の変更等の申

込みが行われたことを確認することが

できた者から、貸付けの条件の変更等

の申込みを受けた貸付債権の額 

2,676 14,803 20,676 39,227 55,625 77,751

うち、実行に係る貸付債権の額 583 9,920 17,292 32,561 47,759 65,276

  

うち、信用保証協会が条件変更

対応保証を応諾する旨の判断

を示した貸付債権の額 

0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 25 2,365 3,118 4,462 4,606

 

うち、他の金融機関により法の

施行日以後になされた貸付け

の条件の変更等の実行を認識

していた場合の貸付債権の額 

0 25 67 716 1,262 1,379

うち、審査中の貸付債権の額 2,092 4,411 426 2,838 2,570 6,977

  

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 446 592 709 832 890

注１．平成21年12月4日以降受付分の累計。なお、東日本大震災に伴い、お客さまからのご依

頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。 

注２．謝絶には、申込受付日より3ヵ月を経過したものの、継続審査中である「みなし謝絶」を

含んでおります。 

なお、平成 23 年 3 月末の謝絶合計 4,606 百万円のうち 4,567 百万円が「みなし謝絶」で

ありますが、3,420百万円を実行しております。 
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第５ 法第４条に基づく措置の実施状況 

（別表４）貸付けの条件のご変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する  

場合〕 

 

（単位：件） 

  
平成21年

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12月末 

平成23年

3月末 

信用保証協会等による債務の保証を受

けていなかった貸付債権に係る債務者

のうち他の金融機関に対しても法の施

行日以後に貸付けの条件の変更等の申

込みが行われたことを確認することが

できた者から、貸付けの条件の変更等

の申込みを受けた貸付債権の数 

61 190 285 584 862 1,234

うち、実行に係る貸付債権の数 10 127 232 459 695 1,023

  

うち、信用保証協会が条件変更

対応保証を応諾する旨の判断

を示した貸付債権の数 

0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 2 26 54 76 82

 

うち、他の金融機関により法の

施行日以後になされた貸付け

の条件の変更等の実行を認識

していた場合の貸付債権の数 

0 2 7 20 28 31

うち、審査中の貸付債権の数 51 51 12 49 64 96

  

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 10 15 22 27 33

注１．平成21年12月4日以降受付分の累計。なお、東日本大震災に伴い、お客さまからのご依

頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。 

注２．謝絶には、申込受付日より3ヵ月を経過したものの、継続審査中である「みなし謝絶」を

含んでおります。 

なお、平成 23 年 3 月末の謝絶合計 82 件のうち 77 件が「みなし謝絶」でありますが、52

件を実行しております。 
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第６ 法第５条に基づく措置の実施状況 

（別表５）貸付けの条件のご変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

（単位：百万円） 

  
平成21年

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12月末 

平成23年

3月末 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた

貸付債権の額 
1,576 5,468 8,230 10,436 12,420 14,682

うち、実行に係る貸付債権の額 157 3,382 5,974 7,935 9,871 11,327

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 107 361 557 655 704

うち、審査中の貸付債権の額 1,410 1,579 1,237 1,005 810 1,409
  

うち、取下げに係る貸付債権の額 8 399 657 937 1,082 1,241

注１．平成21年12月4日以降受付分の累計。なお、東日本大震災に伴い、お客さまからのご依

頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。 

注２．謝絶には、申込日より3ヵ月を経過したものの、継続審査中である「みなし謝絶」を含ん

でおります。 

なお、平成23年3月末の謝絶合計704百万円のうち686百万円が「みなし謝絶」であります

が、397百万円を実行しております。 
 

第６ 法第５条に基づく措置の実施状況 

（別表６）貸付けの条件のご変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

（単位：件） 

  
平成21年

12月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12月末 

平成23年

3月末 
 

貸付けの条件の変更等の申込みを受け

た貸付債権の数 
133 476 709 895 1,069 1,258

うち、実行に係る貸付債権の数 17 293 507 680 845 975

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 9 38 58 67 71

うち、審査中の貸付債権の数 115 145 112 83 70 110
  

うち、取下げに係る貸付債権の数 1 29 52 74 87 102

注１．平成21年12月4日以降受付分の累計。なお、東日本大震災に伴い、お客さまからのご依

頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。 

注２．謝絶には、申込日より3ヵ月を経過したものの、継続審査中である「みなし謝絶」を含ん

でおります。 

なお、平成23年3月末の謝絶合計71件のうち69件が「みなし謝絶」でありますが、44件を

実行しております。 
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◎金融円滑化の推進状況について 

  当行では、地域金融機関として地域への円滑な資金の供給を通じ、地域経済の活性化を図る

といった社会的責任を果たすため、お客さまの目線に立ち、新規のお借入および貸付条件変更

等のご相談・お申込みに対して柔軟に取組むなど金融の円滑化を積極的に推進しています。 

この度の東日本大震災に伴うお客さまの直接的・間接的な被害および影響を踏まえ、当行

はお客さまの状況に応じたきめ細かい、弾力的かつ迅速な対応に努めるとともに、地域経済

の復旧・復興に注力してまいります。 

また、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、お客さまの再生支援および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おります。 

 

(平成２３年３月末現在) 
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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 

○ 営業支援部 

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）

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：審査課長 

部 員：関係課の課長 

営業店（出張所） 

（震災復興・金融円滑化相談窓口）

 

 

 

営業店長（出張所長） 

【金融円滑化推進管理担当者】

 ローンセンター 

（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】

【電話・ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙ 】

【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）

監査役 

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 

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）

研修･指導

フリーダイヤル 

報告･協議

本店ローンセンター 

（事業資金にかかる休日相談窓口） 

 

苦 情 相 談

営 業 店 （ 出 張 所 ）

ロ ー ン セ ン タ ー

苦情受付担当者 

苦 情 相 談 

真摯かつ適切な対応 

真摯かつ適切な対応

営業支援部  

（営業推進支援等） 

 
フリーダイヤル 

連携

取 締 役 会 

（方針の決定、組織・体制整備）

頭 取 

－１４（終）－ 

ご相談・お申込み 

常 務 会 

（推進管理状況の分析、評価・改善）

お

 

客

さ

ま 
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