地域密着型金融への取り組み
第17次中期経営計画

地域密着型金融を推進するための態勢整備
地域密着型金融の基本的な考え方
当行は、金融仲介機能を一層発揮し、地域経済の発展に貢献することが地域金融機関としての重要な使命

ACTION PLAN 2018
  〜持続的成長へ向けた
「変革と実行」
〜

であると考えています。平成27年4月よりスタートした『第17次中期経営計画』においても、経営課題の1つに
「地域活性化への積極的な貢献」を掲げ、販路拡大や海外進出、成長分野へのサポート体制の充実を図るととも
に、創業・新規事業支援や経営改善支援、事業承継支援など、企業のライフステージに応じた最適なソリュー
ションを提供し、地域産業や企業の生産性向上に貢献してまいります。

地 域 密 着 型 金 融 に 関 す る 態 勢 整 備
創業・新規事業支援

目 指 す 銀 行 像

期

間

お客さまに信頼と利便性、
高い満足度を提供する
魅力のある、
活力あふれる銀行

相続・事業承継支援
○事業承継セミナーの実施・後継者塾の開催
○相続・遺言ミニセミナーの開催
○相続関連業務の取り扱い（信託代理店業務）

○ビジネスマッチング支援
○商談会開催

情報・連携活用

情報・連携活用

創業
新規事業

○千葉県・各市町村
○大学等
○政府系金融機関

3年間（平成２７年度～平成２９年度）

3つの経営課題

1

2

3

地域活性化への
積極的な貢献

将来を見据えた
経営基盤の構築

経営管理態勢の
高度化

成長
事業拡大

ライフステージ

成長・事業拡大支援

計数目標（平成30年3月期）
当期純利益

自己資本比率

OHR

140億円

12%程度

65%程度

預金残高

4.4兆円程度 3.4兆円程度

※当期純利益、OHRについては平成28年5月11日に目標の見直しを行っています。
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貸出金残高

○M&A仲介業者
○三菱UFJ信託銀行
○千葉県事業引継ぎ支援センター
○事業承継センター

○海外展開、医療・介護、農業、環境・
エネルギー分野等の支援
○担保・保証に過度に依存しない融資や
ABL等の活用

情報・連携活用
○海外金融機関、JETRO、日本貿易保険
○地域経済活性化支援機構
（REVIC）
○損害保険会社・民間コンサルティング会社
○クールジャパン機構

経営改善
事業再生

相続
事業承継

経営改善・事業再生・業種転換支援
○経営改善計画書作成のアドバイス・
フォローアップ
○外部専門家・外部機関との連携
○抜本的な企業再生への取り組み

情報・連携活用
○認定支援機関
○千葉県中小企業再生支援協議会
○千葉中小企業再生ファンド
○千葉産業復興機構
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地域密着型金融への取り組み
お取引先企業へのコンサルティング機能の発揮
創業・新規事業支援

農業分野
農業経営アドバイザーの資格を有するスタッフが、お客さまの

事業の内容や特性を把握するための実査・面談など、地域

販路拡大や資金調達、6次産業化などの支援を行っています。平成

金融機関ならではのリレーションシップを生かし、お取引先

28年7月に開催した「地方創生“食の魅力”発見商談会2016」には

の皆さまの創業・新規事業に向けての資金提供がスムーズに

お取引先7社とともに参加し、千葉県の特産品などをPRしました。

できるように努めています。また、融資以外の面からも、経営
革新等支援機関として
「創業補助金」
「経営革新計画」
「ものづくり

◆平成28年度上期 農業分野向け融資実績

補助金」等の申請支援などの取り組みを行っています。
◆平成28年度上期 ものづくり補助金サポート実績

件数

金額

50件

1,555百万円

件数

地方創生“食の魅力”発見商談会2016の様子

42件

環境分野
太陽光発電事業を検討しているお客さまへ

◆平成28年度上期 環境分野向け融資実績

の助言やビジネスマッチングなどのサポート

成長・事業拡大支援

のほか、公的機関の施策、補助金等の情報提供

地域活性化の一環として、お客さまの「医療・介護」
「海外販路拡大・海外進出」
「農業」などの成長分野の事

やご相談に対応しています。

件数

金額

83件

5,739百万円

業支援を行うために、専門担当者を配置し、金融面でのサポートや各種情報提供など、きめ細かな支援を行っ
ています。

経営改善・事業再生支援
当行の中小企業診断士等の専門スタッフが、外部専門家・外部機関と連携しお取引先と面談を重ね、経営改

医療・介護分野
少子高齢化の進展により、成長が見込まれ
る医療・介護事業者の皆さまに、専門家のご紹
介、介護事業分野への進出相談や新たな設備
等に関する融資など、さまざまなご相談に対
応しています。

善支援や事業再生支援に積極的に取り組んでいます。特に認定支援機関との連携による支援件数は、制度開始

◆平成28年度上期 医療・介護関連融資実績
件数

金額

282件

16,992百万円

海外分野

の平成25年度から累計で164件にのぼります。
◆平成28年度上期 外部専門家等の連携状況
外部専門家・外部機関との連携

うち認定支援機関

うち中小企業再生支援協議会

件数

件数

件数

15件

13件

1件

経営改善の取り組み先

うち債務者区分ランクアップ先

ランクアップ率

先数

先数

比率

632先

120先

18.9%

◆平成28年度上期 経営改善・事業再生支援状況

外部機関と連携して、海外企業との取引開始や販路拡大等の
情報を提供しています。
ASEAN企業とのビジネスチャンスを提供
するための商談会の開催や海外の最新情勢等についての情報を
提供するセミナーを開催しています。
◆平成28年度上期 海外進出等に関する相談受付件数

◆平成28年度上期 新たな手法による事業再生支援状況

件数

DDS
（デット･デット･スワップ）
の実施

40件

件数
台湾進出・最新事情セミナーの様子
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2件
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地域密着型金融への取り組み
事業承継支援

事業性評価への取り組み

民間コンサルティング会社やM&A仲介業者とも連携し、

当行は、お取引先の皆さまの事業内容や成長可能性などを

自社株式評価・相続資産評価、
保険の活用や遺言信託、
M&A、

捉えた
「事業性評価」に基づき、担保・保証に過度に依存しな

不動産承継対策など、具体的な問題解決策への提案を行って

い融資に積極的に取り組んでいます。

います。
◆平成28年度上期 M&Aに関する相談受付実績
相談件数
15件

後継者塾の様子

アルファバンクの後継者塾
後継者の育成を通じて地元企業の円滑な事業承継をサポートし、
10年後、
20年後の成長に貢献する
ため、平成28年10月より
「アルファバンクの後継者塾」
をスタートさせました。

塾の
目的

3つの
特徴

❶ 経営者の自覚

・リーダーシップを身に付ける
❷ 実行力や実践力を磨く

ＡＢＬ
（動産担保融資）の取り組み強化
ＡＢＬは、お取引先の事業活動を形成する
「在庫」や
「売掛金」
「機械設備」等の資産価値に着目した融資手法
、
で、企業の資金調達の多様化が図れるなどのメリットがあります。
当行では、工作機械・建設機械等の個別動産に関するノウハウのある昭和リース株式会社と業務提携する
など、ＡＢＬに取り組んでいます。

❸ 生涯相談し合える「友」をつくる
❶「理論」

と「実践」で実務に必要な知識・ノウハウを学ぶ
❷ 主体的に「考え」
「手を動かし」
「対話する」グループディスカッ
ションとケーススタディ分析
❸ 塾生同志のコミュニケーションを重視したネットワークづくり

経営者保証ガイドラインへの対応
「経営者保証に関するガイドライン 」の趣旨を踏まえ、経営者の保証に依存しない融資を一層促進するとと
※

もに、既存の融資についても
「経営者保証に関するガイドライン」で示された保証契約のあり方に基づく適切
な対応に努めています。
◆平成28年度上期 取り組み実績

お取引先の悩み

新規に無保証で融資した件数

新規融資に占める経営者保証に
依存しない融資の割合

保証契約を変更・解除した件数

件数

比率

件数

1,022件

11.21%

33件

※「経営者保証に関するガイドライン」
とは？

経営全体を体系的に学び直すチャンス！
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中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証について、保証契約を締結する際や、金融機関等の債権者が保証履行を
求める際における、
中小企業・小規模事業者等、
保証人、
金融機関等の自主的なルールを定めたものです。
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地域密着型金融への取り組み
地域の面的再生への積極的な参画
地方創生の3本柱

インバウンドによる地域活性化

「観光によるまちおこし」
「医療・介護によるまちづくり」
「インバウンドによる地域活性化」を3大テーマ

外国人観光客の誘致や海外進出企業に対するサポート体制
の充実を目的に、官民ファンドである「株式会社海外需要開拓
支援機構（クールジャパン機構）」への出資を行いました。当行
と千葉県、同機構との連携を強化し、投資案件の発掘により地
域経済の活性化に貢献していきます。

として、市町村、事業者と協働して地方創生に積極的に貢献しています。

当行
地方創生の
3本柱

地方公共団体との連携協定
観光によるまちおこし

当行と県内市町村との間で地方創生の実現に向けた連携協定を締結し、総合戦略の実行支援や交付金の採
択支援など地方創生に係る取り組みを推進しています。
平成28年11月末までに、20市町村との間で地方創生に係る連携協定を締結しています。

医療・介護によるまちづくり

◆連携協定
香取市、浦安市、柏市、館山市、市川市、いすみ市、白井市、茂原市、勝浦市、南房総市、銚子市、鴨川市、匝瑳市、富津市、
鋸南町、旭市、御宿町、君津市、流山市、東金市

インバウンドによる地域活性化

αBANKビジネスクラブの運営
観光によるまちおこし

年次大会記念講演会や交流会を開催し、会員の皆さま相互のビジネス交流に取り組んでいます。また、毎月
のセミナーでは著名な講師を招き、会員の皆さまの経営管理や人材育成のお手伝いをしています。

地域経済活性化支援機構
（REVIC）や佐原信用金庫等との
連携により設立した「千葉・江戸優り佐原観光活性化ファン
ド」
を活用し、
千葉県香取市を中心に観光産業の活性化による
「観光まちづくりモデル」の構築を目指しています。

5月セミナー
「日本経済のゆくえ
～どうなる日本と中小企業！？～」
（講師）
慶應義塾大学大学院 教授
岸 博幸
（きし ひろゆき）
氏

8月セミナー
「自然と地域が共生する、見せる五感経営
～100年先の企業づくり～」
（講師）
石坂産業株式会社 代表取締役
石坂 典子（いしざか のりこ）氏

現在進行中の事業概要
○観光施設の整備
○香取市内に点在する古民家の利活用
T O P I C S

医療・介護によるまちづくり
浦安市、
浦安中央病院、ミサワホームと病院移転計画に関す
る4者協定を締結し、浦安市が目指す「地域包括ケアシステ
ム」
の構築に向けた支援を行っています。
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海外発行カード対応ATM
千葉県を訪れる外国人観光客の利便性向上による観光の活性化を目的に、海外で発行された
キャッシュカードやクレジットカードに対応したＡＴＭを平成29年1月から導入する予定です。

ご利用可能な取引

海外の金融機関で発行されたキャッシュカードやクレジットカードによる、
日本円
の引き出し等

画面表示言語

日本語、
英語、
中国語
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地域密着型金融への取り組み
ライフステージに応じた商品・サービスのご案内
お客さまのライフステージやライフイベントによって異なる様々なニーズ
にお応えできるよう、
商品やサービスを提供しています。

ミニセミナー

資産形成

「資産運用」
「医療・がん」
「NISA」
「相続・遺言」など
をテーマに、営業店のセミナールームなどを利用
したミニセミナーを開催し、最新の有益な情報を
お客さまへ提供しています。

スーパー総合口座
新社会人

「ためる」
「 ふやす」
「 受け取る」
「 支払う」
「 かり
る」がひとつになったくらしのメイン口座で
す。通帳は、千葉県のマスコットキャラクター
「チーバくん」を取り入れたデザインです。

投信積立サービス「つみっと」
毎 月5千 円 か ら、投 資 信 託 を 自 動 的 に ご 購 入 い た だ け る
サービスです。時間分散によりリスクを軽減できるほか、
NISAを活用した資産形成にも最適です。

お子さまの
進学

年金相談会
退職

※投資信託は預金ではありません。また、当行が元本を保証するものではあ
りません。

結婚・出産

生命保険の見直し
専門スタッフがお客さまのライフイベントに応じたマネープランの
見直しのひとつとして生命保険の見直しをご提案しています。ご相談
は、千葉・船橋・柏の各ローンプラザで承っています。
（予約制となって
おりますので、お近くの営業店までお気軽にご連絡ください）

住宅ローン
マイホーム
購入

お客さまの多様なニーズにお応えするため、
4つの
うれしい無料サービスを住宅ローンにセットしま
した。
※お申し込みに際しては、
当行所定の審査がございます。

①ローン保証料が無料（※1）
②インターネット・ATMからの一部繰上返済手数料が無料
③「がん保障付き」団体信用生命保険のご加入が無料（※2）
④
「日常生活賠償責任保険付き」

くらしの安心パッケージが無料
T O P I C S

※1 原則として保証会社を利用しない住宅ローンです。
（原則、
配偶者の方を連帯保証人とさせていただきます）
※2 保険のご加入、
また保険金のお支払いには諸条件がございます。

セカンドライフの設計にお役立ていただくため
に、社会保険労務士による個別年金相談会を開催
し、幅広い質問やニーズにお応えしています。休
日の年金相談会や、平日の仕事帰りにご参加いた
だけるよう、イブニング年金相談会もご用意して
います。

ホームフリーローン
セカンド
ライフ

お使い道が自由の大型フリーローンです。充実したセカンドライフやご家族の援助などの
様々なニーズでご利用いただけます。

※お申し込みに際しては、
当行所定の審査がございます。

相続相談窓口
“もっと気軽に相続の話ができる環境が欲しい”という声にお応えし、相続に関
する悩みや心配事を何でも相談できる「相続相談窓口」を設置しています。
（設置店舗は、一定期間ごとに移動します）

相続

生命保険見直しのお客さまへ図書カードプレゼント
住宅ローンを新規でご契約いただいたお客さま限定で、当行の保険専任担当者によ
る生命保険の見直し相談
「αバンクの保険見直し」
をご利用いただくと、先着１，
０００名
さまに１，
０００円相当分の
「図書カード」
をプレゼントしています。
相談場所
千葉・柏・船橋の各ローンプラザ
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※くわしくはお近くの営業店、もしくはホームページにてご確認いただけます。

セミナー・年金相談会・相続相談への
お申し込み・お問い合わせは、最寄りの営業店もしくは、
ダイレクトサービスセンターまでお気軽にご連絡ください。

ダイレクトサービスセンター

0120-46-0852

受付時間：月〜金 9：00〜17：00（祝日および12月31日〜1月3日は除きます）
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