


◆広島県立総合技術研究所との
連携

・技術相談等の連携協定を締結
している広島県立総合技術研
究所に、お取引先の技術相談
を １０件取次ぎ、その内１
件が共同開発に入っています。
また県内同研究所８センター
の視察を実施し、成果発表会
にかかる参加企業の募集等の
運営に協力しました。

◆公益財団法人ひろしまベン
チャー育成基金の活用

・助成交付希望先の募集等の運
営に協力し、１先が受賞いた
しました。

もみじ銀行

◆九州工業大学との連携

・九州工業大学との連携協力協
定に基づき、当行取引先の技
術相談を６件取次ぎ、その内
２件が共同開発に入っており、
１件は特許申請に至っていま
す。

◆外部技術支援機関との連携

・北九州産業学術推進機構（Ｆ
ＡＩＳ）および福岡県産業・
科学技術振興財団（ＩＳＴ）
と当行にて、お取引先の課題
（技術・販路・資金等）を相
互連携し、総合的に解決する
取組みを行っています。

◆地域企業助成基金を通じた新
規事業支援

・当行取引先よりやまぎん地域
企業助成基金に６先が受賞し
ました。

◆山口県産業技術センターとの
連携

・お取引先の技術・新製品開発
ニーズと山口県産業技術セン
ターの有する技術・設備等の
マッチングやお取引先の技術
相談等を内容とする連携協定
を締結しました。

◆やまぐち地域総合支援ファン
ドによる投資

・当行が山口県と協調して設立
したやまぐち地域総合支援
ファンドにおいて２件投資し
ました。

北九州銀行山口銀行

①創業・新事業支援機能等の強化

【事例】
地元企業と共同で、食品搬送
用ベルトコンベアーの自動洗
浄・除菌装置を開発したＡ社に
対し、やまぐち地域総合支
援ファンドが事業資金を投資。



①創業・新事業支援機能等の強化

◆ビジネスマッチングの推進

・ビジネスマッチングの取組を
推進し、平成２４年度は８０
件の成約実績となりました。

もみじ銀行

◆ビジネスマッチングの推進

・ビジネスマッチングの取組を
推進し、平成２４年度は２８
件の成約実績となりました。

◆ビジネスマッチングの推進

・ビジネスマッチングの取組を
推進し、平成２４年度は５７
件の成約実績となりました。

北九州銀行山口銀行

◆合同ビジネスマッチングフェアの開催
・山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行合同で、「食」をテーマ
としたビジネスマッチングフェアを広島市で開催しました。会場
では、海外を含む約５０社のバイヤーをお招きして個別商談会を実
施いたしました。
・当日は山口県・広島県・福岡県などから約９０社の企業に出展頂き、
約７７０名の方にご来場いただきました。

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行



◆中国進出日系企業に対する人
民元での金融サービスの提供

・当行取引先４社に対して、当
行が発行するスタンドバイＬ
／Ｃ を山口銀行の海外拠点
（青島、大連）が引受ける方
式により、お取引先の中国現
地法人に人民元で資金をご提
供しました。

もみじ銀行

◆中国進出日系企業に対する人
民元での金融サービスの提供

・当行取引先の中国・大連進出
現地法人に対して、山口銀行
大連支店より、人民元建融資
を取組みました。山口銀行の
海外拠点（青島、大連）にて
当行取引先４社に、人民元で
資金をご提供しました。

◆中国進出日系企業に対する人
民元での金融サービスの提供

・地元企業の中国現地法人へ
人民元で資金をご提供してい
ます。平成２５年３月末の人
民元建融資は６億元（約９２
億円）となっており、地方銀
行として唯一、人民元建融資
を取扱しております。

北九州銀行山口銀行

②海外進出コンサルティングと資金供給

◆海外ビジネスマッチングの開催

・ 深圳市（中国）にて「香港・華南地区日系企業ビジネス交流会」が

開催され、山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行のお取引先からも、
すでに香港・華南地区に拠点を構えている企業を中心に８社に
ご参加いただきました。

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行



香港

青島

大連

上海

釜山

ﾑﾝﾊﾞｲ

ﾊﾞﾝｺｸ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ｼﾞｬｶﾙﾀ

【中国】
・山口銀行大連支店
・遼寧師範大学
語学研修行員派遣１名

【韓国】
・山口銀行釜山支店
・釜山大学
語学研修行員派遣1名

【中国】
・山口銀行香港駐在員事務所

【中国】
・山口銀行青島支店

【中国】
・駐上海北九州市経済事務所
行員1名派遣

【インド】
業務提携：インドステイト銀行

【シンガポール】
中国銀行（岡山県）シンガポール駐在員事務所
行員1名派遣

【タイ】
業務提携：TMB銀行
行員1名派遣

【インドネシア】
業務提携：バンクネガラインドネシア

ﾎｰﾁﾐﾝ

ﾏﾆﾗ

台北

ﾔﾝｺﾞﾝ

【台湾、フィリピン、ミャンマー、ベトナム】
業務提携：大和証券グループ

・中国銀行（岡山県）

・北陸銀行

海外拠点活用

東京センチュリーリース

延払貿易・リース

日本通運下関支店

輸送網の確保

・セコム

・ALSOK

・損害保険ジャパン

・東京海上日動火災保険

・三井住友海上火災保険

提携企業

安心・安全災害等への備え項目

・中国銀行（岡山県）

・北陸銀行

海外拠点活用

東京センチュリーリース

延払貿易・リース

日本通運下関支店

輸送網の確保

・セコム

・ALSOK

・損害保険ジャパン

・東京海上日動火災保険

・三井住友海上火災保険

提携企業

安心・安全災害等への備え項目

【その他、海外業務提携先】

山口ＦＧのアジアネットワーク

 

 

 

 

◆海外進出コンサルティングの実施

・海外の金融機関との業務提携による「海外ビジネス支援サービス※」を開始しました。

・海外進出を検討しているお取引先に現地情報等のご提供を積極的に行っています。（８０件）

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行

各種セミナーの開催等

口座開設、現地金融等金融サービスの提供

経済・投資環境、ビジネスパートナー情報提供

※サービス概要



もみじ銀行 北九州銀行山口銀行

③経営改善計画策定支援の強化

経営改善支援取組先数：３２６先
経営改善計画策定先数：２９９先

計画策定率：９１％
（平成２５年３月末）

◆経営改善計画の策定支援および中小企業再生支援協議会等、外部機関の活用

・本部・営業店が一体となってお取引先の経営改善計画の策定を積極的にご支援しました。

・ＹＭＦＧグループは、グループ内にコンサルティング会社「ワイエムコンサルティング㈱」を有し
ており、 山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行は、同社のノウハウを活用して経営改善計画の策定や
抜本的な事業再生のご支援に取り組みました。また、中小企業再生支援協議会等、外部機関と連携
しお取引先の事業再生支援に取り組みました。

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行

経営改善支援取組先数：１４５先
経営改善計画策定先数：１１３先

計画策定率：７７％
（平成２５年３月末）

【外部機関の活用】
中小企業再生支援協議会への
相談持込み件数：３３先

【外部機関の活用】
外部コンサルティングと連携し
抜本的再生計画に基づくデッ
ト・デット・スワップ１件・１９３百
万円を取組みました。

経営改善支援取組先数：１５７先
経営改善計画策定先数：１３６先

計画策定率：８６％
（平成２５年３月末）

【外部機関の活用事例】
事業再建中のＡ社（運送業）にワイ
エムコンサルティング㈱を取次ぎ、
経営改善計画策定および計画実
行・バンクミーティング運営を支援し
ました。



もみじ銀行 北九州銀行山口銀行

④経営改善計画策定後のコンサルティング機能の強化

債務者区分ランクアップ先数
７先

債務者区分ランクアップ先数
２先

債務者区分ランクアップ先数
３先

◆経営改善計画策定後のアフターフォロー

・本部と営業店が連携し、経営改善計画の進捗状況の把握や経営改善に向けた改善策のご提案を積極的
に行いました。

・営業店のアフターフォローの実施状況を本部が一元把握するとともに、営業店指導を通じてコンサル
ティング能力の向上を図りました。

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行



９１．７％２．１％５．０％２９９７３２６６，５１７合 計

ーーーーーー０．０％０００１０２破綻先

ーーーーーー０．０％０００１７７実質破綻先

５５．０％１０．０％２．７％１１２２０７５１破綻懸念先

５５．６％４４．４％６．５％５４９１３９うち要管理先

９５．３％０．３％５．６％２８３１２９７５，３４８うちその他要注意先要
注
意
先

αのうち再生
計画を策定
した先数 δ

αのうち期末に
債務者区分が
ランクアップした

先数 β

うち経営改善
支援取組み先

α

再生計画
策定率
＝δ/α

ランクアップ率
＝β/α

経営改善支援
取組み率
＝α/Ａ

期初債務者数
Ａ

【【山口銀行山口銀行】】経営改善支援等の取組実績経営改善支援等の取組実績



７７．９％１．４％２．２％１１３２１４５６，７３８合 計

ーーーーーー０．０％０００１４５破綻先

ーーーーーー０．０％０００２５８実質破綻先

７０．０％０．０％１．２％７０１０８３４破綻懸念先

３３．３％３３．３％１３．０％１１３２３うち要管理先

７９．５％０．８％２．４％１０５１１３２５，４７８うちその他要注意先要
注
意
先

αのうち再生
計画を策定
した先数 δ

αのうち期末に
債務者区分が
ランクアップした

先数 β

うち経営改善
支援取組み先

α

再生計画
策定率
＝δ/α

ランクアップ率
＝β/α

経営改善支援
取組み率
＝α/Ａ

期初債務者数
Ａ

【【もみじ銀行もみじ銀行】】経営改善支援等の取組実績経営改善支援等の取組実績



８６．６％１．９％７．２％１３６３１５７２，１９１合 計

ーーーーーー０．０％０００３７破綻先

ーーーーーー０．０％０００４０実質破綻先

８３．３％１６．７％６．６％５１６９１破綻懸念先

８０．０％２０．０％１６．１％４１５３１うち要管理先

８７．０％０．７％７．３％１２７１１４６１，９９２うちその他要注意先要
注
意
先

αのうち再生
計画を策定
した先数 δ

αのうち期末に
債務者区分が
ランクアップした

先数 β

うち経営改善
支援取組み先

α

再生計画
策定率
＝δ/α

ランクアップ率
＝β/α

経営改善支援
取組み率
＝α/Ａ

期初債務者数
Ａ

【【北九州銀行北九州銀行】】経営改善支援等の取組実績経営改善支援等の取組実績



もみじ銀行 北九州銀行山口銀行

◆グループ内コンサルティング会社を活用した事業承継の支援

・グループ内コンサルティング会社ワイエムコンサルティング㈱のノウハウ・ネットワークを活用し、
お取引先の事業承継Ｍ＆Ａや円滑な事業承継のための自社株評価等に取組みました。

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行

⑤事業承継・経営コンサルティングの推進

事業承継等にかかる
ワイエムコンサルティングﾞ㈱への

相談取次件数：３５１先

事業承継等にかかる
ワイエムコンサルティングﾞ㈱への

相談取次件数：１２９先

事業承継等にかかる
ワイエムコンサルティングﾞ㈱への

相談取次件数：４６先



⑥将来性や技術力を見出し、コンサルティングにより成長を
支援する人材の育成

◆コンサルティング能力向上に向けた人材育成

・問題解決力や提案能力などお取引先の事業資質などを的確に把握し、問題解決できる人材の育成に
注力しました。

・相談能力向上を目的として公的資格（ＦＰ等）の取得を推進しました。

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行

◆研修等の主な実施内容

・若手行員の融資コンサルティング力向上を狙いとしたインターバル方式の研修を実施しました。

・中堅以上の行員向けには、コンサルティング力と実践力をより強化することを目的にお取引先での実
習（無料経営診断）を含むインターバル方式の研修を実施しました。

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行



もみじ銀行 北九州銀行山口銀行

①不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の推進

◆融資商品の取組み実績

・２４/１０月、地元の法人・個人事業主の皆様を対象とし、第三者保証・担保について原則不要のビジネス
ローン「ジャストミート」（オリックス㈱保証）の取扱を開始しました。平成２４年度の実行件数は８６０件、実行金
額累計は２１６億円となりました。

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行

融資残高・枠設定先数：３６先

融資残高：２３，５６８百万円
枠設定額： ２，２００百万円
（平成２５年３月末）

融資残高・枠設定先数： ２４先

融資残高：１４，３１７百万円
枠設定額： ７５９百万円
（平成２５年３月末）

融資残高・枠設定先数： ２１先

融資残高：３，５２５百万円
枠設定額： １３０百万円
（平成２５年３月末）

◆動産・債権譲渡担保融資の推進
・動産担保・債権譲渡担保融資の取組を推進しました。



◆シンジケートローンの組成

・当行をアレンジャーとしてシ
ンジケートローンを４億円組
成しました。

もみじ銀行 北九州銀行山口銀行

②中小企業の資金決済・資金調達手法の多様化への対応

受付実績件数：１，８４２件
（平成２５年３月末）

受付実績件数：２，３９５件
（平成２５年３月末）

受付実績件数：２５３件
（平成２５年３月末）

◆電子記録債権制度の取組
・電子記録債権制度（でんさい）のサービス利用が平成２５年２月より始まり、サービス申込および支払利用を
積極的に取組みました。



◆産学官連携の推進

・提携大学（近畿大学・広島工
業大学）へ当行お取引先４社
相談取次ぎを行い、うち２件
が共同開発・研究に入ってい
ます。

◆農業・環境など新しい融資分
野への取組

・太陽光発電システム建設に伴
う融資案件を２１件・１２億
円ご融資しました。
・農業分野では、広島県・日本
政策金融公庫と連携して、当
初５年間の利子助成を受けら
れる認定農業者向け代理貸融
資「スーパーＬ（農業経営基
盤強化資金）」を２件・１．
４億円ご融資しました。

もみじ銀行

◆ＰＦＩへの積極関与

・福岡県内で実施されるＰＦＩ
事業に積極的に関与し、プロ
ジェクトファイナンス形式の
融資に取組んでいます。

◆中心市街地活性化事業への参
画

・中心市街地、小倉魚町商店街
をテーマにしたリノベーショ
ンプロジェクトに積極的に関
与し、遊休不動産のリノベー
ションを通じたまちづくりに
貢献しています。平成２４年
度は１件目のご融資を実施し
ました。

◆環境・エネルギーなど新しい
融資分野への取組

・事業者の環境に対する取組を
当行独自の環境評価モデルで
評価し、その評価に応じて融
資利率を段階的に優遇する
「環境格付融資」を１件・１
億円ご融資しました。

・太陽光発電システム建設に伴
う融資案件に対して、電力債
権の質権設定、同システムの
動産譲渡担保の手法を提案し、
１件・１億円ご融資しました。

北九州銀行山口銀行

①地域振興推進のための各種施策

ＰＦＩ案件対応残高：２６億円
（平成２５年３月末）



◆スポーツ支援活動

・地域におけるスポーツ分野の裾
野を広げる目的で、第２３回Ｙ
ＭＦＧもみじレディースサッ
カー大会を開催いたしました。

◆文化支援活動

・昭和３１年から発行している

「くらしの文集」では、地域の
小学生の豊かな表現力と感性を
養う支援を行っています。

・地域の文化向上を目的に、広響
によるＹＭＦＧもみじニューイ
ヤーコンサートを開催いたしま
した。

もみじ銀行

◆語学教育の支援活動

・北九州から国際社会で活躍する
人材の育成を目的として「北九
州銀行杯小中学生イングリッ
シュコンテスト」を開催し、北
九州市内外の小中学生約１７０
名が参加しました。

◆都市緑化支援活動

・北九州市が市花であるひまわり
の育成を通じた緑の普及啓発の
ため開催する「ひまわりＢＩＧ
りコンテスト」に共催し、市内
小学校１５校が参加しました。

◆国際交流活動

・下関市立大学の聴講留学生とし
て、昭和６１年から中国・タ
イ・トルコより留学生を受入れ
ています。これまでに１４２名
の学生を受け入れました。

◆青少年育成支援活動

・地元の高校生を対象に、金融経
済教育を通じた地域貢献活動の
一環として、第７回全国高校生
金融経済クイズ「エコノミクス
甲子園」の山口大会を開催しま
した。（広島大会はもみじ銀行
にて開催）

北九州銀行山口銀行

②地域活性化につながる取組


