
地域密着型金融・金融仲介機能の取組み状況 

（平成２８年度） 



「地域密着型金融」の推進にあたっての基本方針および 
       金融仲介機能の向上に向けた取組みについて 

ＯＫＢ大垣共立銀行は基本理念「地域に愛され、親しまれ、信頼される銀行」の実践を地域密着型金融と定義し、 

お客様に対するコンサルティング機能の発揮や地域の面的再生への積極的な参画などを通じた推進を図っております。 

また、取引先企業の事業実態を理解し、ニーズを捉えて課題を解決するために、平成28年9月に公表された「金融仲介 

機能のベンチマーク」なども活用しながら、企業の価値向上などに資する金融仲介機能の向上に努めております。 

お客様に対するコンサルティング機能の発揮 

地域の面的再生への積極的な参画 

地域やお客様に対する積極的な情報発信 

常にお客様目線に立ち、ライフステージ等に応じた最適なサービスを提供することで、コンサルティング機能を 

発揮します。 

行内に設置した役員を筆頭とする組織横断的な協議機関で「地域の活性化」等に向けた具体的推進策を検討・ 

実施するとともに、「ＯＫＢ総研」等を活用して地域経済動向を把握・分析し、地域の面的再生に積極的に貢献 

します。 

「地域密着型金融の推進にあたっての基本方針」やその取組状況等を公表するとともに、地域・お客様のお役に 

立つ情報を積極的に発信し、地域・お客様との信頼関係を強化します。 
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成長鈍化 

衰 退 

企業のライフステージに応じた金融仲介機能の発揮 

■ 経営改善・事業再生等の支援 

・成長鈍化段階にあるメイン先企業を中心に  
 事業性を評価し経営改善を支援 
・経営改善計画の策定と進捗を踏まえた助言 
  

成長・成熟 

■ 創業・新規事業開拓支援 

・創業計画策定や支援機関の紹介等  

中期経営計画「Ｖｅｒｙ ＯＫＢ」（計画期間：平成２８年４月～平成３１年3月）では、「地域の課題解決型 

『総合サービス業』」を目指し、お客様の課題をＯＫＢらしいカタチで解決することで各ライフステージにおける 

金融仲介機能の発揮を果たして参ります。 

■ 成長段階における更なる飛躍 

・地域の中核的企業を中心に事業性を評価 

・評価業務を通じ、各種ソリューションを提案 
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創業・新事業開拓に関する取組み 

近時、企業数の減少が地域経済に影響を与えることが懸念されている中、 
平成２８年５月に「共立ベンチャーサポートセンター」（平成１３年４月設置） 
を発展、継承するかたちで「OKB創業・ベンチャーサポートデスク」を創設し、
地域の創業や新規事業展開をより強力な体制でサポートしております。 
また同じく平成２８年５月、日本政策金融公庫と「業務連携・協力に関する覚書」
を締結するなど、外部機関との連携体制も強化しております。  

創業サポート体制 

医療・介護分野の創業サポート体制 

医療・介護の分野においては、平成２１年に「医業経営・介護
福祉経営サポートデスク」を設置。高齢化による需要の変化や
行政の政策に大きく左右される分野であり専門分野に精通した
スタッフが相談を受け、マーケット調査や開業収支シミュレー
ションを作成し 診療所の開設や介護事業展開のサポートを行っ
ております。 

平成２８年度 創業支援件数 

平成２８年度における創業計画の策定、融資、政府系金融機関の
紹介など、創業に関してご支援させていただいた件数は３１２件
です 。 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート




販路開拓支援に関する取組み 

平成２８年度は合計９回の商談会を開催し、取引先延べ２７２社に対し販路開拓の機
会を創出いたしました。 

タイトル 参加企業数 開催地 

ビジネス・サミット２０１６ 135社 名古屋市 

ＯＫＢ｢通販向け東海エリアの逸品発掘商談会｣ withメ～テレ 15社 名古屋市 

ＯＫＢ「地方創生」ものづくり商談会 with パロマ 6社 名古屋市 

地方銀行フードセレクション２０１６ 29社 東京都 

近畿大阪銀行主催「第７回ネットワーク商談会ＩＮ大阪」 13社 大阪市 

伊藤忠食品主催「北海道・中部＆九州地方商談会」 15社 東京都 

ＯＫＢオープンイノベーション商談会 with 日本ユニシス 8社 大垣市 

ＯＫＢ東海地方うまいもの商談会 with 国分中部 35社 名古屋市 

ＯＫＢくらしのなかの逸品商談会 with 東急ハンズ 16社 名古屋市 

当地区における航空機産業のさらなる拡大が期待される中、平成２８年８月に
高い技術力を持つ取引先４社をマッチングし、航空機産業への参入を目指す 
「岐阜航空機部品クラスター（ＧＡＣＣＴ）」の設立を支援いたしました。 

平成２８年度は、地元内の取引先１２９社、地元外の取引先１８社のマッチン
グが成約しました。 

商談会の開催 

航空機産業への参入支援 

ビジネスマッチング成約実績 
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中小企業支援策活用に関する取組み 

平成２８年度は合計３回のセミナーを開催し、補助金などの中小企業支援策に関する情報をタイムリーにご提供しました。 

タイトル 中小企業支援策 参加者数 開催地 

ＯＫＢ省エネ補助金セミナー 
エネルギー合理化 

補助金など 
９０名 名古屋市 

ＯＫＢ“地方創生”ものづくり力向上 
セミナーｉｎ 北勢 

規格標準化など ３２名 桑名市 

ＯＫＢ“地方創生”経営力向上セミナー 
経営力強化法 

ものづくり補助金など 
６１名 名古屋市 

平成２８年度は補助金に関する個別相談会を合計８回
開催し、外部連携先の専門家によるサポートを実施し
ました。 

平成２８年度 １02先 

中小企業支援に関するセミナーの開催 

個別相談会の実施 

中小企業支援策活用に向けたサポート先数 

-5- 



事業承継・Ｍ＆Ａ等に関する取組み 

外部専門機関 
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[ 課題 ] 

事業承継・相続対策 

連携 

事業承継・Ｍ＆Ａ支援件数推移 

【事業承継サポート】 
平成20年7月に「事業承継サポートデスク」を開設し 
ました。当デスクでは、税理士法人やコンサルティング
会社等専門機関との提携により、具体的な提案から対策
の実行までを支援するワンストップサポート体制を構築
し、お客様の幅広い課題に対応しています。 

【Ｍ＆Ａサポート】 
後継者が不在の企業などに対しては、Ｍ＆Ａを提案し
ています。例えば、譲渡を希望する企業に対して、継
続的に発展ができるような買収企業とのマッチングな
どを外部専門機関と連携しサポートしています。 

事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継サポート体制 

事業承継セミナー 

事業承継に関するセミナーを開催し、お客様に事業承継の早期の準備の重要性な
どの情報を発信しています。平成29年3月のセミナーでは、役員・従業員へ経営
をバトンタッチするための準備の進め方について主題としました。取引先にとっ
ても、経営者人材を如何に養成するかは関心が高く、約30名の方にご参加いただ
きました。 

【資産承継サポート】 
平成25年10月に「資産承継サポートデスク」を開設
しました。当デスクでは、ご自身の将来における資産
管理や、後のご相続での争いを防ぐための資産承継に
関するご相談をお受けして、外部専門機関と連携しご
相談の解決に向けサポートをしています。 
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ＯＫＢの海外ビジネス支援ネットワーク 

海外進出サポートの取り組み（平成２８年度） 

◆「第2回OKB ASEAN経済共同体セミナー」開催 ◆「Mfairバンコク 2016ものづくり商談会」開催 

◆メキシコ州政府・メキシコ国内大手金融機関Banamexとの業務提携 ◆「FBC上海2016ものづくり商談会」開催  

◆「OKBメキシコフォーラム in Gifu」開催 ◆「2016年インドネシア産業・経済セミナー｣開催 

◆「地銀合同セミナー・交流会@広州2016」開催  ◆「FBCハノイ2017ものづくり商談会」開催 等 

 

ベトナムに現地法人・フィリピンに駐在員事務所を開設 

OKB大垣共立銀行の5つの海外
拠点と、損害保険ジャパン日本
興亜や三井住友海上火災保険の
拠点を活用した「OKB海外サ
ポートデスク」サービスの展開
に加え、海外の現地有力銀行と
の提携により、アジアを中心と
した16の国・地域でのサポート
体制を確立しています。 

海外進出サポート 

 OKB Consulting Vietnam Co.,Ltd.  マニラ駐在員事務所 

平成29年４月にベトナム・ハノイ市に設立した現地法
人「OKB Consulting Vietnam Co., Ltd.」では、
OKB大垣共立銀行がベトナム・ホーチミン市で5年間に
わたって培ったノウハウを活かして現地での法人設立や
運営サポート、投資のコンサルティングでお客様をサ
ポートしています。また、平成29年5月にはフィリピ
ン・マニラ首都圏マカティ市に、地方銀行として全国で
初めてとなるマニラ駐在員事務所を開設し、アジアでの
お客様のサポート体制を一層強化しています。 
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ＯＫＢ 手のひら認証サービス 

OKＢ大垣共立銀行の手のひら認証サービスは、キャッシュカードや通帳がなくても「手のひら」だけでお取引いただけ
るATM「ピピット」をはじめ、窓口の各種お取引が手のひらだけで行うことができる大変便利なサービスです。災害時
にはお客様自身がキャッシュカードとなって手ぶらで現金が引き出せるほか、震災時に自動解約される“手のひら定期”
や、手のひらだけでお借り入れできる“災害復興支援ローン｢手のひらローンゼロplus＋｣”などの商品もございます。 

手のひら認証ＡＴＭ“ピピット” 
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障がい者雇用への取組み 

「ＯＫＢ工房」の運営等を通じた障がい者の自立支援や雇用の創出・拡大への貢献 
障がいのある方がやりがいを持って仕事を行うことができ、より
働きやすい環境を整備すべく、地元商店街「ＯＫＢストリート」
内に業務スペースとして「ＯＫＢ工房」を設置しています。同工
房では特別支援学校を卒業して当行に入行した職員が中心となり、
定型的な事務作業のほか、営業店等で使用する装飾品やノベル
ティなどの創作業務を行っています。 

岐阜県教育委員会・岐阜県立特別支援学校との 「産学官連携に関する協定」の締結 

平成29年3月、県内のすべての県立特別支援学校との間で「産学官連携に関す
る協定」を締結しました。岐阜県では「働きたい！応援団ぎふ」登録制度により、
学校と企業が一体となった障がい者の就労支援を進めており、当行は平成２３年
に本制度のサポーター企業第１号の認定を受け、障がい者の雇用促進などに継続
して取り組んでいます。 
本協定は、特別支援教育の更なる充実を図る岐阜県教育委員会ならびに岐阜県立
特別支援学校と、ＯＫＢ大垣共立銀行・関連会社を含めたＯＫＢグループとの協
力・連携により、障がい者の自立支援や、雇用の創出・拡大に向けた取り組みを
強化することを目的としています。 
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環境対策への取組み 

平成元年からOKB大垣共立銀行は「小さな親切」運動岐阜
県本部の推進母体となっており、大垣市、岐阜市、高山市
を中心に、毎年20以上の地域で多くの皆さまのご協力のも
と「日本列島クリーン大作戦」を実施しています。 

OKB森林共和国 

岐阜県、揖斐川町との恵みの森林づくり協定に基づき、
岐阜県揖斐川町のスキー場ゲレンデ跡地に「OKB森林
共和国」を建国し、植樹活動でゲレンデ跡地を森林に
再生するとともに、地域内外の方々との交流イベント
も実施し、誰もが参加できて森林に触れられる環境整
備を展開しています。 

日本列島クリーン大作戦 

OKB社会貢献クラブ 

平成８年に社会貢献推進委員会
を発足させ、平成 28年4月に
「OKB社会貢献クラブ」に名
称変更しました。OKB社会貢
献クラブでは、メンバーが中心
となって、環境保護活動のほか、
地域に真に役立つ活動を自主的
に行っています。 

新たなる地域とのつながり 

OKBグループ役職員は、地域と共に歩んできた歴史を振り
返ると同時に、これまで支えていただいた地域の皆さまに
恩返しをしようと、10年以上にわたり、地域に根ざした社
会貢献活動として各エリアで活動しています。 

「水門川クリーン作戦」への参加 

日本列島クリーン大作戦 
ＯＫＢ森林共和国 

ギフチョウ保護育成活動 大垣市内の緑化活動 

植林活動 
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地元商店街活性化への取組み 

平成25年12月、OKB大垣共立銀行と大垣郭町商店街振興組合は郭町商店街アーケードの愛
称を「OKBストリート」と命名しました。 
「OKBストリート」を起点として、OKBグループ・大垣郭町商店街振興組合に加え、大垣市
や大垣まちづくり株式会社などが連携し、商店街活性化を目指しています。 
ストリートサインの設置による「商店街の認知度アップ」、街並みとの調和に配慮したベンチ
の設置による「くつろぎ空間の創出」のほか、商店街の魅力を発信する「OKBストリート
ジャーナル」の発刊やイベント開催などを通じて、地域のにぎわい創出に貢献しております。 

Ｏ Ｋ Ｂ 
グループ 

郭 町 
商店街 

大 垣 
まちづくり㈱ 

大 垣 市 

連 携 

イベント開催による 
にぎわい創出 

ビジネスの創出 
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【計数編】 金融仲介機能のベンチマーク 

※先数は単体ベース（除く共通ベンチマーク１） 
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メイン先数 8,578 社

メイン先の融資残高 9,039 億円

経営指標等が改善した先数 5,340 社

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

5,629 億円 5,546 億円 5,379 億円

中小企業の条件変更先に係る経営改善計画の進捗状況 1,183 社 142 社 239 社 802 社

金融機関が関与した創業の件数
（共通ベンチマーク３）

金融機関が関与した創業件数 312 件

ライフステージ別の与信先数 19,618 社 642 社 1,383 社 12,140 社 723 社 898 社

ライフステージ別の与信先に係る事業年度末の融資残高 25,491 億円 428 億円 1,997 億円 15,376 億円 517 億円 637 億円

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 460 社 1,667 億円

上記計数の全与信先数及び当該与信先の融資残高に占める割合

地元外 地元外

岐阜県 愛知県 都市部 岐阜県 愛知県 都市部

全取引先数 社 社

422社 413社

8,846社 9,519社 422社 9,130社 9,729社 413社

メイン取引（融資残高１位）先数の推移 10,037 社 10,671 社

全取引先数に占める割合

不調先

メイン取引先数の推移及び全取引先数に占める割合
（選択ベンチマーク２）

全取引先数と地域の取引先数の推移及び地域の企業数
との比較
（選択ベンチマーク１）

Ｈ28/3

条件変更先総数 順調先

20,128

Ｈ29/3

金融機関がメインバンクとして取引を行っている企業
のうち、経営指標の改善や就業者数の増加が見られた
先数及び同先に対する融資額の推移
（共通ベンチマーク１）

金融機関が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
（共通ベンチマーク２）

ライフステージ別の与信先数及び融資額
（共通ベンチマーク４）

Ｈ28/3

6.5%

成長期 低迷期

Ｈ29/3

19,715社

Ｈ28/3

再生期

地元

全与信先

Ｈ27/3

創業期

好調先

指標

地元

19,196社

先数

19,618

Ｈ29/3

Ｈ29/3

安定期

2.3%

融資残高

53.0%

ベンチマーク（指標）の説明ベンチマーク

金融機関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（共通ベンチマーク５）

地域別の取引先数の推移

51.2%
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事業性評価の結果やローカルベンチマークを示して対話を行っ
ている取引先数

460 社

事業性評価の結果やローカルベンチマークを示して対話を行っ
ている取引先のうち、労働生産性の向上に資する対話を行って
いる取引先数

72 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

19,618 社 2,187 社

ソリューション提案先数及び同先の全取引先数に占める割合 19,618 社 1,255 社

ソリューション提案先の融資残高及び同先融資残高の全取引先
の融資残高に占める割合

25,491 億円 1,888 億円

創業支援先数（支援内容別）
①創業計画の策定支援
②創業期の取引先への融資（プロパーと信用保証付きの区別）
③政府系金融機関や創業支援機関の紹介
④ベンチャー企業への助成金・融資・投資

21 社 144 社 135 社 6 社 6 社

販路開拓支援を行った先数（地元・地元外） 129 社 18 社

M&A支援先数（選択ベンチマーク１９） M&A支援先数 82 社

事業承継支援先数（選択ベンチマーク２１） 事業承継支援先数 427 社

転廃業支援先数（選択ベンチマーク２２） 転廃業支援先数 24 社

事業再生支援先における実抜計画策定先数、及び同計画策定先
のうち未達成先の割合

134 社 8 社

取引先の本業支援に関連する研修等の実施回数、同研修等への
参加者数、及び同趣旨の取組みに資する資格取得者数

13 回 559 人 139 人

取引先の本業支援に関連する中小企業支援策の活用を支援した
先数

102 社

ベンチマーク（指標）の説明

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
（選択ベンチマーク１４）

全取引先①

取引先の本業支援に関連する中小企業支援策の活用を
支援した先数
（選択ベンチマーク４３）

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
（選択ベンチマーク３９）

ガイドライン活用先数②

事業性評価の結果やローカルベンチマークを提示して
対話を行っている取引先数及び左記のうち労働生産性
向上のための対話を行っている取引先数
（選択ベンチマーク５）

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
（選択ベンチマーク１１）

全与信先数①

参加者数

実抜計画策定先数①事業再生支援先における実抜計画策定先数及び同計画
策定先のうち未達成先の割合
（選択ベンチマーク２３）

未達成先数②

ソリューション提案先②

地元外

支援先数

支援④

指標ベンチマーク

販路開拓支援を行った先数（選択ベンチマーク１８）

創業支援先数（選択ベンチマーク１６）

支援③

11.1%

②／①

支援②（信用保証付）

6.0%

支援① 支援②（プロパー）

地元

②／①

研修実施回数

②／①

6.4%

7.4%

資格取得者数
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