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　千葉銀行グループは、「お客さまや地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な
発展に貢献する」という使命のもと、質の高い金融商品・サービスの提供など、お客さま満足度の向上につながる諸
活動を展開するとともに、地域社会の発展に積極的に貢献していきます。
　第14次中期経営計画「NEXT STEP 2023　〜未来へ、つながる・超える〜」では、法人のお客さまの「パートナー
としての経営課題解決力の強化」や、「地域課題解決力の向上による地方創生の取組強化」を重要戦略として掲げてお
り、法人のお客さまの経営課題や地域の課題を起点として、当行グループのサービスを進化させていくことを目指し
ています。

中小企業の経営支援に関する取組方針
　当行は、地域社会・地域経済の担い手として重要な役割を担う、地域の中小企業のお客さまの支援を重要な経営課
題の一つと位置付けています。
　円滑な資金供給をはじめとする金融仲介機能の強化や、事業性評価に基づくお客さまの本業支援、ライフステージ
に応じたコンサルティング機能の発揮等をつうじ、お客さまの多種多様な経営課題の解決に努めるとともに、地方創
生の取組みをさらに深化させるなど、「地域密着型金融」を積極的に進めていきます。

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況
　当行では、頭取を議長とする「融資審査会議」にて各部門の担当役員が出席のもと取引先の現況を的確に把握し、
融資方針などについて議論する態勢としています。
　事業性評価や地方創生を一層推進するため、営業本部長を部会長とする「地方創生部会」及び「企業価値創造部会」
が施策の検討・進捗管理を行い、頭取を委員長とする「地方創生・地域活性化委員会」に報告することで、取組状況
等を経営陣が適切に把握しています。
　また、お客さまの経営改善や事業再生を積極的に支援するため、企業サポート部や法人営業部に専門的な知識・ノ
ウハウを有する人員を配置し、営業店のサポートを強化しています。さらに、両部は営業店と本部・外部パートナー
等と連携し、お客さまの経営課題や技術力、販売力といった定性的な情報を含む経営実態の十分な把握に努め、最適
なソリューションの提案と、ソリューション実行後の経営相談や経営指導を継続的に実施するなど、お客さまの企業
価値の創造や、事業改善、再生支援に向けた適切なフォロー態勢を整備しています。
　加えて、経営改善が必要なお客さまから新規でお借入れのご相談があった場合、新たな収益機会の獲得や中長期的
な経費削減等が見込まれ、業況や財務等の改善につながると判断される場合には、適切に新規の信用供与を行うよう
努めています。
※ お客さまのお借入れに関するご相談を最寄りの営業店でお気軽にしていただけるよう、全営業店及び出張所に「金融円滑化相談窓口」を設置してい

ます。

地域や利用者に対する積極的な情報発信
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ライフステージの
見極め

①創業・新規事業
　開拓支援

低迷期・再生期成長期創業期

連携
②成長段階における支援
　（ビジネスマッチングによる販路
拡大支援、海外進出支援、多様な
資金調達手段の提供等）

③経営改善・事業再生・
業種転換支援

　（事業再生ファンドの
活用、再生計画策定支
援、債務整理支援等）

事業譲渡・
事業承継支援等
（遺言信託、Ｍ＆Ａ等）

地域密着型金融の位置付け

地域密着型金融の推進に関する取組み
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事業性評価及び地方創生の推進体制
■基本的な考え方
　当行は、地域経済の担い手である取引先企業の事業
内容や成長可能性等を評価（事業性評価）し、経営課
題に対する適切な解決策を提案・実行支援していく取
組みをつうじて、地域経済の持続的成長と地方創生に
貢献していきます。

　これを実現するため、深度ある対話をつうじて取引
先企業のニーズを具体的に把握し、当行グループが一
体となって、経営課題の解決に資する融資やコンサル
ティングが提供できるよう、人材の育成や態勢の整備
に努めています。

　営業店・本部・グループ会社が一体となって実効性の
高い取組みを推進するため、営業本部長を部会長とする

「地方創生部会」及び「企業価値創造部会」が施策の
検討・進捗管理を行い、頭取を委員長とする「地方創
生・地域活性化委員会」に報告することで、取組状況
等を経営陣が適切に把握・関与する体制としています。

■推進体制
多様で幅広い関係者

県・大学・民間事業者・商工会議所・ＮＰＯ法人・政府系金融等

グループ

本　部 営業店 グループ会社

連携 協働
自治体

総合戦略各施策への
支援等

お客さま
事業内容の適切な把握、
課題解決策の提案・実行

地方創生・地域活性化委員会
(委員長：頭取　　副委員長：副頭取)

報告 指示 報告 指示

部会長：営業本部長　　主管部：地方創生部 
地方創生部会

部会長：営業本部長　　主管部：法人営業部
企業価値創造部会

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」への対応
事項に関する目標設定、施策の立案・実施

取引先の企業価値創造に関する施策の立案、
実施

補助金申請サポート
●補助金申請サポートのイメージ

外部専門家
（税理士・中小企業診断士※等）

（認定支援機関） 申請手続き

計画策定支援

情報提供
申請支援

ご相談

採択

連携 補助金
事務局お客さま

※ 2019年８月に一般社団法人千葉県中小企業診断士協会と、補助金
申請サポートにかかるビジネスマッチング契約を締結

■2020年度上期に申請サポートした補助金等
　・ものづくり補助金
　・サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
　・雇用調整助成金
　・千葉県立地企業補助金
　・千葉ふるさと投資活用支援事業
　・先端設備等導入計画
　・経営力向上計画
　・事業継続力強化計画
　・経営革新計画
　・地域経済牽引事業計画

ひまわりベンチャー育成基金
▶ 助成金の交付（年2回、1企業あたり500万円上限）
■ 2020年度上期実績：5件／1,500万円
▶ インキュベーション施設入居企業への
　家賃補助金交付
（年2回、1企業あたり月額5万円上限、1年間)

▶ セミナー、講演会等の開催
▶ 各種相談、指導
▶ 千葉県内の経済産業に関する調査研究、情報提供

お客さまのライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮＜創業・新規事業支援＞

2020/9末2019/3末2018/9末2018/3末2017/9末2017/3末

872 923 942 990 1,042

2020/3末

1,208

2019/9末

1,164 1,248
（億円）

太陽光発電事業関連融資残高推移
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お客さまのライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮＜事業拡大支援＞

▶シンジケートローンのアレンジ

2020/3末2019/3末2018/9末2018/3末2017/9末2017/3末

894 935 1,094 1,167
1,409

2019/9末

1,4651,500

1,000

500

0

1,765

2020/9末

1,933

（億円）
2,500

2,000

シンジケートローン残高推移（当行アレンジ案件）

▶再生可能エネルギー関連融資の取組み
多様な資金調達手段の提供

シンジケートローン残高推移（当行アレンジ案件） 太陽光発電事業関連融資残高推移
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他行連携
▶ さまざまな連携の枠組みを活かし、シンジケートローンの共同組成やビジネスマッチング、Ｍ&Ａなどを協働

成長分野への取組み
▶ ちば農林漁業6次産業化ファンドへの出資

■出資累計：10先／710百万円

※矢印は出資の流れを表しています。

・ 県内農林漁業の6次産業化を後押しするため、㈱農林漁業
成長産業化支援機構（以下機構）と設立したファンド

・ 機構設立ファンドの全国第1号投資案件を含め、これまで
に10先の6次化事業体に出資

6次産業化

1次産業
（農林漁業） × ×

農林漁業者 パートナー

6次化事業体

ほか県内金融機関

ちば農林漁業 6次産業化ファンド
（運営：ちばぎんキャピタル）

㈱農林漁業成長
産業化支援機構

アドバイス

付加価値向上

2次産業
（製造・加工業）

3次産業
（卸・小売業）

・県内農林漁業の6次産業
化を後押しするため、㈱農
林漁業成長産業化支援機
構（以下「機構」）と設立
したファンド
・機構設立ファンドの全国第
1号投資案件を含め、これ
までに10先の6次化事業
体に出資

■医療・介護
▶医療機関向けセミナー
下記テーマにて開催（2020年10月）
・ 「診療所の第三者承継オンラインセミナー」
（武蔵野銀行・横浜銀行との共催）

▶診療圏分析による開業支援

イメージ図

■TSUBASAアライアンス

千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、
北洋銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行、群馬銀行

■地域再生・活性化ネットワーク

千葉銀行、北海道銀行、七十七銀行、八十二銀行、
静岡銀行、京都銀行、広島銀行、伊予銀行、福岡銀行

■千葉・横浜パートナーシップ
千葉銀行、横浜銀行

経営改善支援等の取組み実績

項目名 2020年度
上期実績

2019年度
上期実績
（ご参考）

正常先を除く期初債務者数 A 10,175先 9,289先
　うち経営改善支援取組み先数 α 628先 633先
　　 うち期末に債務者区分が 

ランクアップした先数 β 28先 32先

　　うち再生計画を作成した先数 γ 307先 346先
経営改善支援取組み率 α/A 6.1％ 6.8％
ランクアップ率 β/α 4.4％ 5.0％
再生計画策定率 γ/α 48.8％ 54.6％

外部機関との連携による経営改善支援
■2020年度上期実績
・中小企業再生支援協議会等への相談実施：25先
・ 経営改善計画策定支援事業における 

認定支援機関との連携：5先

抜本的再生手法の活用による事業再生支援
■2020年度上期実績
・DDSの実行：2先／148百万円

再チャレンジ支援
▶ 経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務

の整理等お客さまの再チャレンジを積極的に支援
■2020年度上期実績（当行メイン先）
・ 再チャレンジ支援取組先：15先

千葉・武蔵野パートナーファンド
▶ 2016年12月、「千葉・武蔵野アライアンス」に基

づく提携施策として両行であおぞら銀行グループと
連携し、再チャレンジ支援を含む事業再生ファンド
として設立

■実績（累計）：5先

ちばぎん再挑戦支援融資制度
▶ 2016年12月、廃業歴等のある法人や経営者の方に

再挑戦する機会を提供することを目的に取扱い開始
■実績（累計）：2先

お客さまのライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮<経営改善支援・再チャレンジ支援＞

■千葉・武蔵野アライアンス
千葉銀行、武蔵野銀行
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資産承継および事業承継
▶ お客さまの人生に深く関わる資産承継や事業承継の

ご相談に、金融機関としての専門性を活かし親身に
対応

■ 相続関連業務受託による資産承継・事業承継支援
（2020年度上期）

・遺言信託：273件
・遺産整理業務：99件
・遺言作成サポートサービス：271件 
・経営承継サポートサービス：41件
■ 信託機能を活用した新商品による支援 
（2020年度上期）

・ファミリートラストサポートサービス：5件
・遺言代用信託：42件

Ｍ＆Ａ
▶ 経営上のさまざまなニーズに対応するため、Ｍ＆Ａ

活用をサポート

後継者問題の解決

従業員や取引先を
スムーズに承継

ノンコア事業の切離しにより
本業に経営資源を集中

売り手ニーズ 買い手ニーズ

同業他社の買収に
よる事業拡大

新規事業の
立ち上げ時間を短縮

顧客・従業員・ノウハウ・
設備等を一括して取得

■ 2020年度上期Ｍ＆Ａ支援先数：197先

事業承継ファンド「千葉･武蔵野アライアンス1号ファンド」
▶総　 額：30億円　2017年10月設立
▶共同GP：ちばぎんキャピタル・ぶぎんキャピタル
▶ 事業承継ニーズのある当行、武蔵野銀行のお客さまが対象
▶ 本ファンドが一時的に株式を保有することで、お客さまの事業承継に備える時間を確保し、後継者への株式移転や

M&Aによる第三者への事業売却など、お客さまの実情に合った最適な事業承継をサポート
■出資累計：6先/1,014百万円

経営者保証に関する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や内容を十分に踏まえ、経営者保証に依存しない融資の一層の促進に

取り組んでおり、新規に無保証で融資した件数は5,083件、代替的な融資手法を活用し無保証で融資した件数
は21件となっています。

○新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は28.2％となっています。
○ 事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドラインの特則」の公表を踏まえ、事業承継時の経営者保

証の取扱いとして、新・旧代表者との保証契約を適切に見直しています。

■ 2020年度上期実績
経営者保証に関するガイドライン活用状況

項目 上期

① 新規に無保証で融資した件数 5,083件

②  経営者保証の代替的な融資手法を活用し、
無保証で融資した件数 21件

③  新規融資に占める経営者保証に依存しな
い融資割合 28.2％

④ 保証契約を変更した件数 49件

⑤ 保証契約を解除した件数 311件

⑥  ガイドラインに基づく保証債務整理の成
立件数 0件

※１　上記の件数は中小企業者に対する取組件数です。
※２　 ①は経営者保証の代替的な融資手法を活用し、無保証で融資し

た件数を除きます。
※３　 ②はＡＢＬ等の経営者保証の代替的な手法を活用し、無保証で

融資した件数です。

事業承継時における保証徴求割合
項目 上期

旧経営者との保証契約を解除せず、かつ、新
経営者との保証契約を締結した件数（新旧両
経営者から保証徴求）

2件

0.4％

旧経営者との保証契約は解除しなかったが、
新経営者との保証契約は締結しなかった件数

（旧経営者のみから保証徴求）

267件

47.7％

旧経営者との保証契約を解除する一方、新経
営者との保証契約を締結した件数（新経営者
のみから保証徴求）

249件

44.4％

旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経
営者との保証契約を締結しなかった件数（経
営者から保証徴求なし）

42件

7.5％

全体 560件
※４　代表者交代時における新旧経営者との保証契約状況です。

お客さまのライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮�
<事業譲渡・事業承継支援、経営者の方のサポート＞
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自治体との連携協定

自治体

千葉市、君津市、南房総市、館山市、
鴨 川 市、 鋸 南 町、 勝 浦 市、 銚 子 市、 
旭市、富津市、柏市、白井市、匝瑳市、
いすみ市、御宿町、茂原市、市川市、 
流山市、東金市、市原市、大多喜町

※締結日順

地域のグランドデザインづくりに向けた提言
▶ 千葉県内の各地域の特性を活かした成長戦略の策定

や、今後の地方創生の深化に向けた取組みの方向性
について㈱ちばぎん総合研究所より提言

2015年度 ・「千葉県創生」戦略プラン

2016年度 ・続「千葉県創生」戦略プラン

2017年度 ・ 千葉県の将来人口と変化を踏まえた今後の地方
創生のあり方

2018年度 ・県内市町村の財政の現状と課題
・新たな局面を迎える観光立県“ちば”

2019年度 ・ 千葉県における働き方改革の動向と外国人労働
者の受け入れ拡大への対応

2020年度 ・ 東京圏の交通インフラ拡充と地方創生に関する
調査

広域ちば地域活性化ファンド�
� 2015年10月設立

▶総　　額：5億円
▶共 同 G P：ちばぎんキャピタル・REVICキャピタル
▶目　　的： 千葉県が有する産業基盤や観光資源、人

材といった地域の特性と従来の常識や慣
習にとらわれない斬新な発想とを融合し
た新しい事業モデルを育てていくこと

■出資累計：７社/419百万円

ちばぎん地方創生融資制度�
� 2015年11月創設

▶ 千葉県または千葉県に隣接する地域において、地域
の活性化につながる創業または新規事業を行う事業
者を対象

■実行累計：26件/2,246百万円

ちばぎん古民家事業支援融資制度�
� 2017年5月創設

▶ 千葉県または千葉県に隣接する地域において、古民
家を利活用して地域の観光振興ならびに雇用創出に
つながる事業を行う事業者を対象

■実行累計：3件/48百万円

地方創生私募債�
（愛称：みらいはぐくみ債）�
� 2016年6月より取扱い

▶目的：学校等の環境整備をつうじて地域社会へ貢献
▶ 当行が私募債の発行企業から受け取る引受手数料の

一部で書籍や楽器等の教育関連の物品を購入し、 
これを発行企業が指定する学校等に寄贈する制度

■発行累計： 560件/発行額547億円、 
寄付額約93百万円

スポーツ応援私募債�
（愛称：ちばスポーツ債）�
� 2018年7月より取扱い

▶目的： スポーツ振興の支援をつうじて地域社会へ 
貢献

▶ 当行が私募債の発行企業から受け取る引受手数料の
一部で発行企業が指定する主に県内自治体のスポー
ツ振興事業に対する金銭寄付、またはスポーツチー
ム等の団体、スポーツ選手（後援会）学校等へスポー
ツ用品等の物品を寄贈する制度

■発行累計： 49件/発行額45億円、 
寄付額約６百万円

医療応援私募債�
（愛称：医療に感謝債）�
� 2020年6月より取扱い

▶目的： 新型コロナウイルス感染症の最前線で対応に
あたっている医療機関などへの支援をつうじ
て地域社会へ貢献

▶ 当行が私募債の発行企業から受け取る引受手数料の
一部で発行企業が指定する病院等の医療機関に金銭
寄付または物品寄贈をする制度

■発行累計： 35件/発行額56億円、 
寄付額約４百万円

地方創生に向けた取組み
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自治体の地方創生事業への支援
▶ 銚子市が官民連携で取り組む「銚子スポーツタウン」

構想の中核事業である旧銚子市立銚子西高校のス
ポーツ合宿施設への再整備事業に対して事業化支
援、金融支援、プロモーション支援を実施。2018
年4月、合宿所オープン。
　�2018年度　�地方創生に資する金融機関等の�

「特徴的な取組事例」に選定（内閣府）

▶ 睦沢町が地方版総合戦略の重点プロジェクトに位置
付ける「むつざわスマートウェルネスタウン」の整
備事業に計画の初期段階から参画し、地域新電力会
社への出資を含め事業化を支援。2019年9月の台
風襲来時には地域住民に温浴施設が無償提供される
など、防災拠点として機能が発揮された。
　�2019年度　�地方創生に資する金融機関等の�

「特徴的な取組事例」に選定（内閣府）

歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進
▶ 歴史的資源である古民家を活用した観光まちづくり

を支援。
▶ 大多喜町
　・ 2017年5月、「古民家を活用した観光まちづくり

シンポジウム」を開催。　
　・ 2018年8月、官民共同出資による観光地域づく

り法人（DMO）の設立を支援。
　・ 2020年7月、観光庁登録DMOへの申請を支援。
▶ 流山市
　・ 2019年7月、「歴史的資源を活用した観光まちづ

くりに関する連携協定」を締結。
　・2020年8月、流山市DMOの設立を支援。

農業法人の設立
▶ 収益を確保できる持続可能な農業の仕組みを確立

し、地域農業の発展、地域経済の活性化を図るた
め、地域企業等15社と共同出資し農業法人を設立。

名 称 株式会社フレッシュファームちば
設 立 日 2018年3月16日
所 在 地 千葉県市原市牛久283-16
従業員数 2名（千葉銀行から出向）
資 本 金 1,450万円
事業内容 農業
事 業 地 千葉県市原市皆吉（8.2ヘクタール）

サイクルツーリズムの推進
▶ 千葉県の観光振興および自治体間の広域連携につな

げることを目的に5年間にわたり観光用レンタサイ
クルを自治体に寄贈。

2015年度 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
（4市町）

2016年度 銚子市、香取市、成田市、佐倉市、
東庄町、神崎町、酒々井町（7市町）

2017年度

勝浦市、山武市、いすみ市、
大網白里市、九十九里町、横芝光町、
一宮町、長生村、白子町、大多喜町、
御宿町（11市町村）

2018年度 旭市、匝瑳市、多古町、東金市、睦沢町
（５市町）

2019年度 富津市、栄町、芝山町（3市町）

■寄贈累計：30市町村/295台
▶ 2020年2月から4月まで千葉・横浜パートナーシッ

プによる観光振興、災害復興支援を目的とした「東
京湾フェリーでつなぐ 南房総・三浦半島サイクル
スタンプラリー」を開催し、広域サイクルツーリズ
ムを推進。

移住・定住の推進
▶ 千葉県の多くの自治体が地方版総合戦略に掲げる
「移住・定住」施策は、「しごと」「子育て」「まちづ
くり」などの他の施策と密接な関連性があり、地域
の魅力を総合的に向上させ外部に発信していく取組
みとして移住・定住セミナーを開催。

第1回
（2016年3月） 館山市、いすみ市

第2回
（2016年7月） 南房総市、勝浦市

第3回
（2017年4月） 銚子市、一宮町

第4回
（2017年7月） いすみ市、鴨川市

第5回
（2018年2月） 勝浦市、大多喜町、鋸南町

第6回
（2018年9月）

東金市、山武市、
九十九里町、横芝光町

第7回
（2019年4月）

千葉・武蔵野アライアンスによる武蔵野銀行
との共催

〈千葉県〉館山市
〈埼玉県〉秩父市、横瀬町、小鹿野町
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