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　当行は地域密着型金融を銀行の本分として、お客さまに対
する円滑な資金供給や経営支援など、その実践に取組んでま
いりました。
　また、経済環境などの大きな変化を背景に、金融仲介機能
の発揮への社会的要請が一層高まりを見せる中、お客さまの
成長ステージに合わせた、より適切かつきめ細かな対応を行っ
ていくため、右の基本方針の遵守に努めています。
　本方針のもと、お客さまの経営支援に関する様々な取組みを
組織的かつ継続的に推進しております。

　お客さまの成長ステージに合わせて、経営全般の課題に応じたソリューションを提供するとともに、必要に応じて
外部機関と連携しながらコンサルティング機能を発揮し、きめ細かな対応を行っています。

基本方針
⒈  金融仲介機能の発揮
　 ・地域への円滑な資金供給
　 ・取引先企業への成長支援
⒉  コンサルティング機能の発揮
　 ・ライフステージに応じたソリューション営業
　 ・担保、保証に過度に依存しない融資姿勢
　 ・金融円滑化に向けた継続的な取組み
⒊  地方創生・地域活性化への積極的な関与
⒋  地域に対する積極的な情報発信

■ 取組み方針

■態勢整備の状況

当行グループ

行政機関 ・ 外 部 専 門 機 関 等
連携

真摯な対応 ご相談等

変革期成長・安定期

お客さま

創業期

政府系金融機関 国内金融機関 海外金融機関

公共団体等 経済団体、業界団体 研究・専門機関 教育機関

金融仲介機能推進委員会
法人取引推進部会

営業店

営業統括部 市場国際部

地域サポート部 融資部

など

本部
グループ会社

7社

連携（報告・協議）

中小企業の経営支援に関する取組み

■ ソリューション営業態勢の強化
　ソリューション営業態勢の強化を図るため、
本部に「ソリューション営業室」を設置し、 
企業や経営者の皆さまが有する様々な課題を
グループ会社の機能も活用しながら、一緒に
解決しています。

情報営業

事業金融

創業・新事業

信託

ビジネスマッチング

M&A

401K

開発・区画整理

プライベートバンキング

ソリューション営業室

リース

ローン保証

システム

クレジットカード

シンクタンク

ベンチャーキャピタル

武蔵野銀行グループ会社

具体的な取組み事例 −グループ会社と連携した支援−
　武蔵野銀行グループのシンクタンク、ぶぎん地域経済研究所と連携し「ものづくり補助金」の活用や申請書作成の支援を積
極的に行っています。事業計画の策定から交付申請、実績報告までトータルでサポートします。
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各種ご相談

経営者さまご相談資金調達

経営戦略

■埼玉県信用保証協会・日本政策金融公庫と連携し、創業者に対し
円滑な資金供給を図ります。

■各種補助金の申請支援を行います。
■創業者向けの公的施策などをご紹介します。

電子記録債権・ファクタリング・債権流動化

産学官連携

創業・新事業展開 成長業種サポート（医療・介護・農業・環境）ビジネスマッチング株式公開・ベンチャー支援

M&A 海外進出・外国為替

■流動資産活用による資金調達・バランスシートのスリム化のため
の商品をご提案します。

■でんさいネット活用のご提案を行います。

ニーズ

■当行と提携関係にある海外の金融機関を活用し、諸外国の各種
情報を提供します。

■輸出入の実務や外国為替の取扱いを支援します。

■事業の譲渡・買収など、M&Aアドバ
イザーとして、総合的に支援します。

■提携専門機関等幅広いネットワークを活
用し、タイムリーな情報提供を行います。

■グループ会社「ぶぎんキャピタル」と連携し、株式公開を目指す
企業やベンチャー企業のサポートを行います。

■成長分野を担う企業に対し、株式による出資支援を展開。
■提携証券会社や証券代行機関と連携し、上場支援を行います。

ニーズ ニーズ

ニーズ ニーズ

■武蔵野銀行の本部・各支店・グループ会社などネットワークを活用
し、お客さまの最適なビジネスパートナーをご紹介します。

■公的ネットワークや専門機関と連携した情報提供を行います。

■相続の問題点を明確にし、対策手法をご提案します。
■相続税額の試算などを行います。
■信託会社のご紹介や、遺言信託などの有効手段をご案内します。
■家族信託の仕組みを活用して、財産管理や資産承継をお手伝いします。

ニーズ ニーズ

ニーズ ニーズ

ニーズ ニーズ

ニーズ ニーズ

■事業承継対策のアドバイス・サポートを実施します。
■自社株評価額の試算を行います。　■経営承継計画の策定を行います。
■ファンドによる株式の一時保有を通じ、資金の確保と時間の猶予を行います。
■専門機関やコンサルタント会社をご紹介します。

■遊休不動産の活用プランを作成します。
■相続対策のための不動産活用プラン、相続対策効果の検証を行います。
■専門機関やコンサルタント会社をご紹介します。

■金融資産の運用プランをご案内します。
■保険の有効活用提案、保険の見直しなどをアドバイスします。

■提携している大学や、中小企業支援機関、公的研究機関などをご
紹介し、技術や経営課題等の相談に対応します。

■大学や公的機関とのネットワークづくりのお手伝いをします。

■医療・福祉、農業・環境の専門チームがトータルにサポートします。
■各成長分野のコンサルタントや専門家をご紹介します。

■企業型確定拠出年金制度などの企業年金制度導入のお手伝いをします。
■個人型確定拠出年金制度（iDeCo）など個人型年金制度をご提案します。
■法人保険をご紹介します。

保険証書

私募債

■多様化するお客さまの資金調達ニーズにお応えするために、「銀行
保証付私募債」「保証協会付私募債」の発行支援・受託を行います。

■CSR私募債のお取扱いを通じ、企業の皆さまとともに、地域の未来を
担う子どもたちの成長を応援します。

    （「保証協会付私募債」は当行と信用保証協会の共同保証です。）

ニーズ
私募債

事業承継相続対策・遺言信託・家族信託

不動産有効活用 金融資産運用

年金・退職金・法人保険

●固定金利で安定的・計画的な資金を調達したい。
●健全な企業内容を対外的にアピールしたい。

●売掛債権・手形債権等を早期に資金化したい。
●手形取引の煩雑な事務を効率化したい。
●手形の紛失・盗難を防止したい。

●株式公開を目指して準備を始めたい。 ●新たな販売先を紹介してほしい。
●新たな仕入先・外注先を紹介してほしい。
●専門機関を紹介してほしい。
●技術提携可能な取引先を紹介してほしい。

●将来自分の財産をスムーズに承継させたい。
●相続税がどれくらいかかるか知りたい。
●面倒な相続手続きをサポートしてほしい。
●財産管理を家族に任せたい。

●後継者への事業承継を検討したい。
●後継者への自社株の移転を検討したい。
●自社株の評価額を知りたい。
●相続税納税資金を確保したい。

●退職金等の運用方法について相談したい。
●保険の活用方法を相談したい。
●NISA口座を活用したい。

●遊休不動産の活用を検討したい。
●相続対策のため不動産活用を検討したい。

●創業について相談したい。
●新規事業の拡大を図りたい。
●補助金を活用したい。
●公的機関にいろいろなことを相談したい。

●病棟建設、医療機器購入や介護施設建設等の設備投資を相談したい。
●事業承継や第三者事業承継を相談したい。
●クリニックを開業したい。
●新たに農業分野に参入したい。
●省エネ関連の相談がしたい。

●退職金制度・企業年金制度の新設、
　見直しを行いたい。
●老後資金の積立・運用をしたい。
●事業リスクに備えたい。

●技術・経営課題の解決に向けて、
　専門家に相談したい。
●専門機関と連携して新事業の
　立ち上げや研究開発をしたい。

●事業承継・後継者問題を相談したい。
●新規事業進出により多角化を図りたい。
●スピーディーに商圏を拡大したい。

●海外進出を検討したい。
●現地法人を設立したい。
●海外との貿易取引を始めたい。

■武蔵野銀行が幹事銀行となり、複数の
金融機関による協調融資団（シンジ
ケート団）を組成、同一の条件に基づい
て融資を行う大型ローンを組立てます。

ニーズ

金融
機関

金融
機関

金融
機関

金融
機関

金融
機関

武蔵野
銀行

シンジケートローン

●大口の資金を調達したい。
●複数の金融機関との取引や調整を簡略化したい。

動産・売掛金担保融資ABL（動産・売掛金担保融資）

■在庫や売掛金など、お客さまが保有する流動性の高い事業資産を
活用した融資手法をご提案します。

■保有動産・事業用資産の有効活用が可能となります。

ニーズ
●売掛債権・在庫などを有効活用して資金を調達したい。
●資金調達の多様化を図りたい。

《動産・債権例》金属・樹脂・木材等の素材・冷凍海産物・穀類、売掛金・診療報酬債権など

お客さまのニーズに応じた多様な資金調達を
ご支援します。

お客さまの経営戦略の立案・経営課題の解決を
ご支援します。 お客さまの多様なニーズ・ご相談にお応えします。

経営者さまのお悩み解決をご支援します。

❖ 中小企業の皆さまの経営課題解決をお手伝いします
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各種ご相談
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M&A 海外進出・外国為替
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の商品をご提案します。

■でんさいネット活用のご提案を行います。

ニーズ

■当行と提携関係にある海外の金融機関を活用し、諸外国の各種
情報を提供します。

■輸出入の実務や外国為替の取扱いを支援します。

■事業の譲渡・買収など、M&Aアドバ
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■事業承継対策のアドバイス・サポートを実施します。
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■ファンドによる株式の一時保有を通じ、資金の確保と時間の猶予を行います。
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■遊休不動産の活用プランを作成します。
■相続対策のための不動産活用プラン、相続対策効果の検証を行います。
■専門機関やコンサルタント会社をご紹介します。

■金融資産の運用プランをご案内します。
■保険の有効活用提案、保険の見直しなどをアドバイスします。

■提携している大学や、中小企業支援機関、公的研究機関などをご
紹介し、技術や経営課題等の相談に対応します。
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保証付私募債」「保証協会付私募債」の発行支援・受託を行います。

■CSR私募債のお取扱いを通じ、企業の皆さまとともに、地域の未来を
担う子どもたちの成長を応援します。

    （「保証協会付私募債」は当行と信用保証協会の共同保証です。）

ニーズ
私募債

事業承継相続対策・遺言信託・家族信託

不動産有効活用 金融資産運用
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●固定金利で安定的・計画的な資金を調達したい。
●健全な企業内容を対外的にアピールしたい。

●売掛債権・手形債権等を早期に資金化したい。
●手形取引の煩雑な事務を効率化したい。
●手形の紛失・盗難を防止したい。

●株式公開を目指して準備を始めたい。 ●新たな販売先を紹介してほしい。
●新たな仕入先・外注先を紹介してほしい。
●専門機関を紹介してほしい。
●技術提携可能な取引先を紹介してほしい。

●将来自分の財産をスムーズに承継させたい。
●相続税がどれくらいかかるか知りたい。
●面倒な相続手続きをサポートしてほしい。
●財産管理を家族に任せたい。

●後継者への事業承継を検討したい。
●後継者への自社株の移転を検討したい。
●自社株の評価額を知りたい。
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●退職金等の運用方法について相談したい。
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●NISA口座を活用したい。

●遊休不動産の活用を検討したい。
●相続対策のため不動産活用を検討したい。

●創業について相談したい。
●新規事業の拡大を図りたい。
●補助金を活用したい。
●公的機関にいろいろなことを相談したい。

●病棟建設、医療機器購入や介護施設建設等の設備投資を相談したい。
●事業承継や第三者事業承継を相談したい。
●クリニックを開業したい。
●新たに農業分野に参入したい。
●省エネ関連の相談がしたい。

●退職金制度・企業年金制度の新設、
　見直しを行いたい。
●老後資金の積立・運用をしたい。
●事業リスクに備えたい。

●技術・経営課題の解決に向けて、
　専門家に相談したい。
●専門機関と連携して新事業の
　立ち上げや研究開発をしたい。

●事業承継・後継者問題を相談したい。
●新規事業進出により多角化を図りたい。
●スピーディーに商圏を拡大したい。

●海外進出を検討したい。
●現地法人を設立したい。
●海外との貿易取引を始めたい。

■武蔵野銀行が幹事銀行となり、複数の
金融機関による協調融資団（シンジ
ケート団）を組成、同一の条件に基づい
て融資を行う大型ローンを組立てます。
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機関
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銀行
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●大口の資金を調達したい。
●複数の金融機関との取引や調整を簡略化したい。

動産・売掛金担保融資ABL（動産・売掛金担保融資）

■在庫や売掛金など、お客さまが保有する流動性の高い事業資産を
活用した融資手法をご提案します。

■保有動産・事業用資産の有効活用が可能となります。

ニーズ
●売掛債権・在庫などを有効活用して資金を調達したい。
●資金調達の多様化を図りたい。

《動産・債権例》金属・樹脂・木材等の素材・冷凍海産物・穀類、売掛金・診療報酬債権など

お客さまのニーズに応じた多様な資金調達を
ご支援します。

お客さまの経営戦略の立案・経営課題の解決を
ご支援します。 お客さまの多様なニーズ・ご相談にお応えします。

経営者さまのお悩み解決をご支援します。
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❖ 創業期・成長期における具体的な取組み

■ 創業・新規事業支援
　地域経済の持続的成長には、創業・新規事業参入が活発かつ継続的に行われることが不可欠であるとの認識から、
本部の「創業・新事業支援チーム」と営業店が連携し、取組みを強化しています。
　起業される方や、創業間もない企業の皆さまを支援するため、「むさしの創業支援融資」や「むさしの創業応援サービス
パック」の取扱いをしているほか、埼玉県信用保証協会や日本政策金融公庫と連携し、きめ細かな支援を行っています。

　開業・会社設立から2年未満の起業家の方々に向けた無担保無保証の融資商
品であり、埼玉県（埼玉県信用保証協会）または日本政策金融公庫の創業関連
融資とあわせてご利用いただけます。

■むさしの創業支援融資

　・法人向けインターネットバンキング月間基本手数料が1年間無料
　・ぶぎん経営者クラブ年会費が初年度無料
　・経理自動化AI会計サービス（freee株式会社と連携したクラウド会計サービス）が3 ヵ月間無料
　・法人向けクレジットカード年会費が初年度無料

■むさしの創業応援サービスパック　4つのサービス

　埼玉県における製造業事業所数は1万1千社を超え、全国4位の規模となっています。当行ではこうしたものづ
くり企業の競争力向上や他社との差別化に向けた本業支援を積極的に展開しています。専門家による講演や先進
企業の事例紹介など、技術革新や生産性向上に繋がるセミナーや視察会を継続的に開催しているほか、企業同士
の交流機会を創出しています。

■ ものづくり分野への取組み

具体的な取組み事例 ―新座支店での「創業セミナー」開催―
・ 2017年12月、新座支店にて創業・会社設立を検討している方々などを対象とした「むさしの創業

セミナー」を開催しました。
・ セミナーでは、特定社会保険労務士による「創業期における労務管理のポイント」や助成金情報などに関する講演が行われ、

参加者からは「労務管理についての不安が解消し大変有益だった」といった感想が寄せられています。

具体的な取組み事例 ―創業期における販路開拓支援―
・ 個人向けにコーヒー豆を小売販売していたAさんは、販路開拓の手法を検討していました。
・ 当行ではAさんに卸売事業への参入を提案し、飲食店とのビジネスマッチングを行ったほか、日本政策金融公庫と連携し資

金調達のサポートも実施しました。

具体的な取組み事例 −製造業の技術革新をサポート−
・ 2015年より10回にわたり開催している「ぶぎんものづくり経営塾」では、延べ600人を超える方々に参加いただいています。

2017年度はITをテーマに専門家の講演や事例紹介を行うとともに、専門家（ITコーディネータ）を参加企業に紹介し、IT活
用による具体的な課題解決を応援しています。

・ また、ロボットを活用した工場の視察会を実施し、ロボット活用ニーズを有する企業に、専門家による支援やビジネスマッ
チングなどを提案しています。

■「ぶぎんものづくり経営塾」の主なテーマ

2015年度 ・バーチャルエンジニアリングの現状とものづくり企業へのインパクト
・加工プロセス、解析シミュレーションが実現するものづくりの革新

2016年度 ・IoT時代の製造業の方向性
・競争力強化に向けたデジタル対応・スマート工場化への取組み

2017年度 ・デジタル化がもたらすものづくりの変革
・IT・IoTを活用したコスト削減・在庫管理戦略
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　お取引先企業の優れた技術・製品を評価・可視化する「標準化」や「知財」などの公的制度を活用した本業支援を
行っています。

■ 優れた技術・製品を応援

具体的な取組み事例 −特許庁の「中小企業知財金融促進事業」の活用−
・ 企業の知的財産（知財）の価値を可視化することで、金融機関からの融資に繋げる「知財ビジネス評価書」作成支援事業

の活用に取組んでいます。
・ また、知財を切り口にお取引先企業の課題解決を支援する「伴走型支援」についても、特許庁や専門機関等と連携し、

取組みを強化しています。

具体的な取組み事例 −標準化（新市場創造型標準化制度）を活用した取組み−
・ 独自の技術や製品の品質を国内規格や国際規格として新たに採用する「新市場創造型標準化制度」

を活用した支援に取組んでおり、経済産業省の「標準化活用支援パートナーシップ制度」のパート
ナー機関として、同省及び一般財団法人日本規格協会と連携したセミナーなどを開催しています。

・ 当行をパートナー機関として国内標準化（JIS化）を進めている事例もあり、今後も様々な業
種での活用に向け取組んでまいります。

■ 多様な融資手法の取扱い
　複数の金融機関による協調融資団を組成して調達手段の多様化・財務合理化を図る「シンジケートローン」や、事業の
キャッシュフローに着目し融資を行う「プロジェクトファイナンス」、資金調達とあわせて企業のイメージアップ向上につな
がる「私募債」、お客さまが保有する商品在庫や売掛金等を活用した「ABL」など、さまざまな融資手法をご提案しています。

■事業金融の取組み

■ 事業性評価の取組み
　財務データや担保・保証に過度に依存することなく、一社ごとの事業内容や成長性などの「事業性評価」を重視した取
組みを行っており、事業性評価に基づく融資先数は全融資先の約16%（2017年3月時点）にのぼっています。

　事業性評価スキームを活用した融資商品はお取引
企業の皆さまに幅広くご利用いただいており、累計
実行額も大きく伸長しています。

■事業性評価のスキームを活用した融資商品
　当行ではお取引先の事業性評価を実施するにあたり、
1社ごとに「事業性評価シート」を作成しています。
　お取引先企業の経営課題解決に向け、本シートを
積極的に活用し、担保・保証に過度に依存しない融資
の推進に加え、以下のようなソリューションをご提
案しています。

■事業性評価シートの活用

・私募債やシンジケートローンなど多様な融資手法の取扱い
・ビジネスマッチング　・産学連携支援　・リース活用　など

具体的な取組み事例 −経済産業省「ローカルベンチマーク」の活用−
・ お取引先企業の事業機会や強みを分析する事業性評価の一環として、商工団体と連携し、経済産業省の「ローカルベンチ

マーク」を活用した企業診断を実施しています。
・ 「ローカルベンチマーク」活用を契機に、「ものづくり補助金」を活用し新規事業を展開する事例なども出ています。

2016年9月
0

500

1000
（億円）

508

2017年9月

878

事業性評価のスキームを活用した融資商品の累計実行額
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　埼玉県、市町村、埼玉県信用保証協会などと連携し、お取引先企業の皆さまのニーズに応じ、制度融資ラインナッ
プを拡充しています。

■地方公共団体、信用保証協会との連携

　ABLにつきましては、総額200億円の「ABLファンド」を設定し、積極的に推進しております。2017年9月末でのABL
取扱は138件、約140億円で、担保の内容は工業製品から日本酒、レアアースなど多岐に亘っております。また、再生
可能エネルギー事業へのABL活用（太陽光発電設備・売電債権担保）にも対応しています。

■ABL（動産・売掛金担保融資）の取組み

・専門家によるコンサルティング
・国内・海外におけるセキュリティ向上
・売掛債権の保証
・集配業務の代行
・産業用太陽光発電システムの設置

・中古機械の売買
・機械設備等のリース
・戸建・賃貸住宅等の建築
・賃貸住宅等の募集・管理
・事業用建物等の建築　　等

■主な提携分野

2017年9月2016年9月
0

80
90

130

110
100

120

90社

129社
■ �ビジネスマッチング業務提携先

情報センター
（情報集約・受発信）

本　部 官公庁 業界団体

ビジネスマッチング情報
（仕入先・外注先のご紹介）

不動産に関する
情報

補助金に関する
情報

地域のさまざまな
情報

営業店 お取引先

　販路拡大・技術提携等のニーズにお応えする商談会を開催しておりますほか、提携するさまざまな分野の専門業者との
ビジネスマッチングにも積極的に取組んでいます（2017年9月末現在、129社と業務提携）。

■ 情報を活用した課題解決支援
　本部に設置している「情報センター」では、「ビジネスマッチング情報」「不動産に関わる情報」ほか、地域のさまざまな
情報を集約し、経営課題解決に役立つ情報としており、販路拡大、市場開拓、技術提携、事業所や工場新設などの幅
広いニーズにお応えしています。

■情報センター

■ビジネスマッチングの取組み

■ものづくりの現場を知る取組み
高い技術力を有する県内企業のものづくりの現場を視察する「企業視察研修会」等を実施し、

目利き力・情報収集力・情報感応度の向上と、企業経営に関するソリューション提案力を養成
しています。
■専門知識の習得
　医療分野や国際分野、不動産分野等の高度な知識を有する人材の育成を行っています。
　また、「農業経営アドバイザー」や「医療経営士」等の資格取得を進め、専門知識を有する人材を育成しています。

企業視察研修会

　融資審査部署での研修や外部講師によるセミナー等を通じ、行員の目利き力の向上に取組んでいます。

■ 目利き力の向上に向けて

具体的な取組み事例 ―シンジケートローン等を活用したお取引先企業支援―
・ 当行では、お取引先企業の事業内容や成長可能性、事業の持続可能性などの事業性評価に注力しています。
・ 事業性評価に基づき短期継続融資の導入や、お取引先企業の財務内容健全化に向けた財務リバランスのため、シンジケー

トローン手法を活用した既往借入金のリファイナンスなどの支援にも積極的に取組んでいます。
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　連携・協働による海外ネットワークを通じて、お取引先企業の海外進出や海外での事業展開など、さまざまなニー
ズにお応えしています。

■ 海外進出支援

連携・協働による海外ネットワーク

＜インド＞
インドステイト銀行

＜インドネシア＞
バンクネガラインドネシア

＜アメリカ＞
千葉銀行 ニューヨーク支店

＜メキシコ＞
Banamex銀行
アグアスカリエンテス州
ハリスコ州
グアナフアト州
ヌエボ・レオン州

＜ベトナム＞
ベトコム銀行

＜フィリピン＞
メトロポリタン銀行

＜中国＞
三菱東京UFJ銀行
八十二銀行 香港支店
千葉銀行 香港支店
千葉銀行 上海駐在員事務所

行員派遣

＜タイ＞
カシコン銀行
千葉銀行 バンコク駐在員事務所

行員派遣

＜シンガポール＞
千葉銀行 シンガポール駐在員事務所 行員派遣 日本貿易保険（NEXI）

その他の提携
国際協力機構（JICA）

＜イギリス＞
千葉銀行 ロンドン支店

現地のさまざまな情報輸 出 入 手 続販 路 拡 大海 外 送 金資 金 調 達

具体的な取組み事例 ―海外商談会・展示会での取引先企業支援―
・ 埼玉県やさいたま市、他の地方銀行などと連携し、お取引先企業の海外商談会・展示会へ

の出展を支援しています。
・ 現地ではビジネスマッチングを通じ、お取引先企業単独では難しい海外販路開拓をサポー

トするとともに、商談成立に伴い生じる資金調達や外国為替取引に関するニーズに積極
的にお応えしています。

2017年10月 シンガポール Food Japan 2017 日本食品展示会
2017年10月 香港 Electronic Asia 2017 電子部品展示会・さいたま市と連携
2017年11月 タイ 合同企業交流会 タイ進出企業交流会・地方銀行5行と連携

（主な商談会・展示会）

地方銀行合同企業交流会（タイ）

■ 官公庁・外部機関と連携した経営革新支援

具体的な取組み事例
・ お取引先企業の皆さまが新商品開発や新市場創出に向けて取組む際に、経済産業省等が実施して

いる「ものづくり・商業・サービス革新補助金」等を活用しながらサポートを行っています。
・ 埼玉県と連携し、「経営革新経営計画承認制度」について紹介するセミナー等を開催しています。 経営革新セミナー

具体的な取組み事例
　2017年7月、越谷支店にて経営革新計画を通じた事業承継支援を図るため、中小企業経営革新セミナー「経営革新計画で
後継者は育つ！」を開催しました。
　本セミナーでは、「こしがや企業応援プラットフォーム」のコーディネータによる講演や実際に事業承継の課題を解決した
企業の事例発表などを通じ、後継者育成の重要性をお伝えしています。

　関東財務局及び関東経済産業局の「経営革新等支援機関」の認定を受け、中小企業等に対する、より専門性の高
い支援事業を行っています。

■主な支援事業
・ 中小企業の経営状況を分析し、事業計画の策定・実施に係る指導と助言
・ 認定機関として通常の保証料率より一区分低い料率が適用される制度融資「経営力強化保証制度」の取扱い
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　むさしの＜でんさい＞サービスをはじめ、パソコンサービス、コンビニ収納サービ
ス、一括ファクタリングなど、お取引先企業の皆さまの経理事務や資金管理業務の合
理化・効率化を支援するさまざまなサービスをお取扱いしています。
　また、事業保険や確定拠出年金等、お取引先企業の労務管理を支援する商品・サービ
スもお取扱いしています。

■ 業務の合理化・効率化支援、労務管理支援

　県内に拠点を置く7大学と連携し、お取引
先企業の研究開発・経営革新などの経営課題
解決を支援しています。

■ 産学官連携を通じた支援 ■産学連携提携大学

・東洋大学
・立教大学
・西武文理大学

・埼玉県立大学
・埼玉工業大学
・日本工業大学

・埼玉大学

具体的な取組み事例 −円滑な事業承継を支援する共同ファンドを千葉銀行と設立−
　2017年10月、当行グルー
プ会社のぶぎんキャピタル
と、千葉銀行のグループ会社
のちばぎんキャピタルは、総
額30億円の共同ファンド「千
葉・武蔵野アライアンス1号
投資事業有限責任組合」を設
立しました。
　当ファンドによる株式の
一時保有を通じ、お取引先企
業の皆さまの円滑な事業承
継を支援します。

❖変革期における具体的な取組み

■ 相続・事業承継の支援
　本部の専門スタッフや高度な知識を有する
専門家の紹介等を通じ、円滑な相続・事業承
継の実現を支援しています。

▪円滑な相続・事業承継実現に向けた連携強化

三菱UFJ 信託銀行 朝日信託 スターツ信託

遺言信託 遺産整理
業務

資産承継
プランニング

不動産
信託

千葉銀行

　2017年9月より、家族信託の仕組みを活
用し、お客さまの財産管理や円滑な資産承
継を支援しています。年齢を重ね認知症な
どで経営判断が難しくなった場合の不動産や自社株の管理・承継に関して総合的にサポートします。

■むさしのファミリー信託サポート

　2017年10月より、企業経営者の皆さま一人ひとりのお悩みにお応えするため、「むさしの事業承継サポート」を
取扱っています。事業承継の課題解決に向けた最適なプランの作成から、プランの実現に向けたご提案までワンス
トップでご提供いたします。

■むさしの事業承継サポート

ファンド運営管理

［お客さまのメリット］

無限責任組合員

ぶぎんキャピタル ちばぎんキャピタル

千葉・武蔵野アライアンス1号投資事業有限責任組合（総額30億円）

出資・案件持込

武蔵野銀行 有限責任組合員 千葉銀行 有限責任組合員

金融機関借入以外の
株式買収資金の確保

後継者による
株式買い戻し資金確保

M&Aによる第三者への
事業売却の準備などに
かかる時間の猶予

相続税支払原資の確保
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具体的な取組み事例 −専門機関との連携−
　株式会社日本M&Aセンターや埼玉県事業引継ぎ支援センター等との連携を通じ、お取引先企業の将来を見据えた最適な
ご提案に努めているほか、こうした外部専門機関への人材派遣などを通じたノウハウ蓄積を行っています。

■ M&Aの支援
　M&Aを活用し、地元企業の皆さまの円滑な事業承継を支援
するとともに、地域雇用維持への貢献に努めています。 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度（上半期）

2件 4件 6件 6件

■M&A成約実績推移

■ 経営改善支援・事業再生支援
　経営改善を必要とするお取引先企業を対象に、専門的なサポートを行っております。
　お取引先企業の現状分析や経営改善に向けたアドバイス、経営改善計画の策定を支援しているほか、埼玉県中小企
業再生支援協議会などの外部機関や専門家と連携し、お取引先企業の実情に応じた経営改善支援を行っています。

具体的な取組み事例 −「千葉・武蔵野パートナーファンド」を通じた再チャレンジ・事業再生支援−
　「千葉・武蔵野アライアンス」提携施策とし
て設立した「千葉・武蔵野パートナーファン
ド」では、お客さまの再チャレンジや事業再
生を中長期的に支援しています。
　本ファンドは、あおぞら銀行グループと
の連携による債権買取の手法を通じ、お取
引先企業の財務・事業の再構築、競争力回復
に向けたサポートを行うもので、2017年12
月時点で複数の活用案件が進行しています。

千葉・武蔵野パートナーファンド

債権買取
資金拠出

一部再委託

再チャレンジ支援
事業再生支援

再チャレンジ支援
事業再生支援

千葉銀行

お客さま

武蔵野銀行 あおぞら銀行

あおぞら債権回収（株）ちば債権回収（株）

営業者（SPC）
千葉・武蔵野パートナー（有）

具体的な取組み事例 −次世代経営者を総合的に支援−
　若手経営者・事業後継者の方々が、経営を体
系的に学ぶことができる実践的な連続講座「ぶ
ぎん若手経営塾」を、ぶぎん地域経済研究所と
18年にわたり共催しています。

・経営戦略やリーダーシップの体系的習得
・経営に必要な財務の基礎知識習得
・海外視察
・経営塾卒業生との交流会によるネットワーク形成

■主な講座の内容

■「経営者保証に関するガイドライン」への取組み
　当行では中小企業のさらなる成長や円滑な事業再生などに積極的に貢献していくため、「経営者保証に関するガイド
ライン」の導守及び活用促進に努めております。
　あわせて、地域密着型金融の実践における「融資慣行」として、本ガイドラインの浸透・定着を図るため、行員一人ひ
とりの理解向上にも取組んでいます。

■ 業種転換の支援
　グループ会社等を含めた全行的な支援態勢のもと、最適な経営改善・再生支援を展開し、業種転換等に向けたサポー
トを展開しております。
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■中小企業再生支援協議会との連携
経営改善計画の策定支援及び改善計画の進捗状況のモニタリングを実施しています。
■外部専門家との連携
　外部のコンサルタントのご紹介を行っておりますほか、国・地方公共団体等が行うコンサル費用の補助制度がある公的な
専門家派遣事業の積極的な活用を実施しています。
■「経営サポート会議」の活用
　埼玉県信用保証協会を事務局とする「彩の国中小企業支援ネットワーク」の「経営サポート会議」を活用し、実効性の高い経
営改善、円滑な金融機関間調整を図っています。
■埼玉県経営改善支援センター事業の活用
　「認定支援機関」として認定された専門家（税理士・公認会計士・中小企業診断士・コンサルタント等）と連携し、経営改善計
画を策定する場合に、策定費用の補助がある埼玉県経営改善支援センター事業を活用しています。
■REVICとの連携
　株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）と連携し、地域活性化や事業再生等のノウハウを持った特定専門家に助言を得て、
事業性評価や事業再生支援などのソリューション策定のノウハウ向上を図っています。

■ 外部機関と連携した支援
　より実効性の高い支援を志向し、埼玉県中小企業再生支援協議会など外部機関や外部専門家と積極的に連携を行っ
ております。

具体的な取組み事例 −REVIC専門家派遣によるスキル向上−
・ REVICの「特定専門家派遣制度」を活用したディスカッションを実施しています。、2016年8月以降26回に及ぶディスカッ

ションを通じ、お取引先に対する理解と目利き力向上を図るとともに、「経営者保証に関するガイドライン」の主旨を踏まえた
保証に過度に依存しない融資ノウハウの構築に努めています。




