
　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）
ソリューション営業部

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一層の強化を図るため、2018年4月、「ソリューション営業部」を新設しました。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解決してまいります。

情報営業

事業金融

創業・新事業

開発・区画整理

ビジネスマッチング

M&A

信託・相続

プライベートバンキング

ソリューション営業部

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
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❖ 中小企業の皆さまの経営課題解決をお手伝いします

各種ご相談

経営者さまご相談資金調達

経営戦略

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。

経営者さまご自身のお悩み解決をご支援します。

■埼玉県信用保証協会・日本政策金融公庫と連携した創業支援を
行います。

■各種補助金の申請支援を行います。
■公的機関の創業各種支援サービスなどをご紹介します。

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）

ニーズ ニーズ

ニーズ ニーズ

ニーズ ニーズ

■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。
■家族信託組成の手続きをサポートします。
■自社株承継対策、認知症対策、法人化対策が可能です。

■会社向け、経営者さまご自身の金融資産の運用プランをご案内します。
■会社向け、経営者さまご自身の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。

■税制優遇制度を活用した資産形成のアドバイス（iDeCo、NiSA
等）をします。

■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・介護・福祉、農業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。
■保険の有効活用を提案します。

保険証書

不動産有効活用・家族信託 金融資産運用

年金・退職金・法人保険株式公開・ベンチャー支援

■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、ファンドを通じ株式等による出資
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
●株式公開を目指して準備を始めたい。

ビジネスマッチング
ニーズ

■武蔵野銀行の本部・各支店・関連会社などのネットワークを活用し、
“オールぶぎん”で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。
■市、県主催の商談会のほか、当行（千葉銀行）主催の商談会を紹介します。

●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。
●商談会に出展したい。

●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。
●老後への備えを検討したい。

●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。
●元気なうちに財産管理の方向性を決めて
　おきたい。

●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。
●経営コンサルティングを相談したい。
●医療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。

●退職金制度・企業年金制度の新設、
　見直しを行いたい。
●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。

M&A

■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。

ニーズ
●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・外国為替

■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。

ニーズ
●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。

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。
※「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
●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。

■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。
●借入金全体を借換えしたい。

電子記録債権・ファクタリング・債権流動化

■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
●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。

■相続の問題点を明確にし、対策手法をご提案します。
■相続対策のコンサルなどを行います。
■遺言信託などのご相談から実際のお手続きまでお手伝いいたします。
■保険の有効活用を提案します。

ニーズ

相続対策・遺言信託

●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。

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。
■自社株承継のコンサルを行います。
■専門機関やコンサルタント会社をご紹介します。
■ファンドを通じ株式等の一時保有による事業承継を支援します。
■保険の有効活用を提案します。

事業承継

●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。

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
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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

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。

経営者さまご自身のお悩み解決をご支援します。

■埼玉県信用保証協会・日本政策金融公庫と連携した創業支援を
行います。

■各種補助金の申請支援を行います。
■公的機関の創業各種支援サービスなどをご紹介します。

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）

ニーズ ニーズ

ニーズ ニーズ

ニーズ ニーズ

■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。
■家族信託組成の手続きをサポートします。
■自社株承継対策、認知症対策、法人化対策が可能です。

■会社向け、経営者さまご自身の金融資産の運用プランをご案内します。
■会社向け、経営者さまご自身の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。

■税制優遇制度を活用した資産形成のアドバイス（iDeCo、NiSA
等）をします。

■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・介護・福祉、農業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。
■保険の有効活用を提案します。

保険証書

不動産有効活用・家族信託 金融資産運用

年金・退職金・法人保険株式公開・ベンチャー支援

■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、ファンドを通じ株式等による出資
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
●株式公開を目指して準備を始めたい。

ビジネスマッチング
ニーズ

■武蔵野銀行の本部・各支店・関連会社などのネットワークを活用し、
“オールぶぎん”で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。
■市、県主催の商談会のほか、当行（千葉銀行）主催の商談会を紹介します。

●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。
●商談会に出展したい。

●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。
●老後への備えを検討したい。

●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。
●元気なうちに財産管理の方向性を決めて
　おきたい。

●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。
●経営コンサルティングを相談したい。
●医療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。

●退職金制度・企業年金制度の新設、
　見直しを行いたい。
●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。

M&A

■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。

ニーズ
●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・外国為替

■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。

ニーズ
●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。

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。
※「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
●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。

■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。
●借入金全体を借換えしたい。

電子記録債権・ファクタリング・債権流動化

■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
●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。

■相続の問題点を明確にし、対策手法をご提案します。
■相続対策のコンサルなどを行います。
■遺言信託などのご相談から実際のお手続きまでお手伝いいたします。
■保険の有効活用を提案します。

ニーズ

相続対策・遺言信託

●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。

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。
■自社株承継のコンサルを行います。
■専門機関やコンサルタント会社をご紹介します。
■ファンドを通じ株式等の一時保有による事業承継を支援します。
■保険の有効活用を提案します。

事業承継

●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。

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
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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独自の
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

　当行では創業・新事業に関
する様々なご相談にお応えす
る「創業サポートデスク」を設
置しています。地域に根ざし
た当行ならではのネットワー
クを活かし、創業・新事業参
入を目指す皆さまの課題解決
に向け、情報提供、事業計画
の策定支援、専門家派遣など
の支援を行っています。

■ 創業サポートデスク

　埼玉県における製造業事業所数は、約1万1千社と全国3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

武蔵野銀行
創業サポートデスク

ご相談者さま

武蔵野銀行グループ
・ぶぎん総合リース
・ぶぎん地域経済研究所
・ぶぎんキャピタルなど

埼玉県信用保証協会

日本政策金融公庫

各営業店

商工会議所
商工会

中小企業基盤整備機構

さいたま市産業創造財団

埼玉県産業振興公社
よろず支援拠点

埼玉県産業技術総合センター各種士業

ご相談
ご回答・
サポート

具体的な取組み事例 −日本政策金融公庫と連携したセミナーの開催−
　2018年11月、日本政策金融公庫と連携し、創業後間もない事業者の皆さまを支援する「創
業後ステップアップセミナー」を開催しました。本セミナーでは、販路に新規顧客の開拓な
ど創業後に直面しやすい課題に関する講演や事例発表を通じ、解決に繋がるヒントを提供し
たほか、参加者同士の交流などを実施しています。
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具体的な取組み事例 −ものづくり企業の経営・技術革新をサポート−

最新動向の紹介・機会創出

ものづくり経営塾（2015年より）

人材育成・生産性向上

デジタルアカデミー（2018年より） エンジニアリングアカデミー技術面マネジメントアカデミー経営面12回開催のべ 800人参加

　多種多様な業態の事業者の皆さまにとっての共通テーマである「IT活用を通じた生産性向上」を支援するためセ
ミナー開催等を実施しています。

■ IT活用を通じた生産性向上

具体的な取組み事例 −IT活用セミナー−
・2018年12月および2019年1月にIT活用セミナーをぶぎん地域経済研究所と開催しました。
・ 12月の第1回は「いまどきのITは魔法のツールか？」をテーマに、生産性向上に繋がるITツー

ル活用事例や行政の施策の紹介などを行い、約50名が参加しました。
・ 2019年1月の第2回は「RPAの基礎と導入の勘所」をテーマに、関心の高まるRPA（ロボティッ

ク・プロセス・オートメーション）の中小企業導入にあたってのポイントなどを紹介しました。

　2018年6月より、知的財産に関する支援機関（埼玉県産業振興公社等）
と連携し、企業の皆さまがお持ちの特許等に関する情報を整理するとと
もに、その活用に向けたアドバイス等を記載した「知的財産活用カルテ」
を作成・提供するサービスを開始しました。本サービスを通じ、企業の
皆さまの知的財産の価値を「見える化」することで、事業の更なる成長に貢献していくことを目指しています。

■ 知的財産の活用支援サービス

　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。

■ 標準化（新市場創造型標準化制度）を活用した取組み

　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」に関する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

❶ご相談

❷お客さまの知的財産に
関する情報共有

❸知的財産活用カルテの
ご提供、各種経営のご支援

連携

お
取
引
先
企
業

武
蔵
野
銀
行

知
的
財
産
に
関
す
る

支
援
機
関

（
埼
玉
県
産
業
振
興
公
社
等
）

具体的な取組み事例 −標準化活用支援パートナーシップ制度を活用した取組み−
・ 「標準化活用支援パートナーシップ制度」に基づき当行がサポートを実施した標準化案件が全国で

初めてJIS規格に制定されました。制定された規格は、地元上場企業である株式会社朝日ラバー
が開発した「照明器具用白色シリコーンインキ塗膜」です。LED照明器具に用いられ、高輝度化
や省エネ、長寿命化への貢献が期待されます。

 白色シリコーン
インキ製品

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

2018年度 ・デジタルを活用したものづくり

・ 2015年より12回にわたり開催してい
る「ものづくり経営塾」では、デジタル
化やIT・IoTの活用など製造業における
最新動向や先進企業の取組み事例を
テーマとした講演のほか、参加企業の
交流機会を創出し、ものづくり企業を多面的に支援しています。

■ 業界の最新動向や取組み事例を紹介〜ものづくり経営塾〜

・ 2018年8月より、競争力強化に繋がる専門的な取組みを支援する「ものづくりワーキング〜デジタル
アカデミー〜」を開催しています。

・ デジタルアカデミーでは、経営と技術の2つのワーキングで、ITコーディネータや大学と連携し、デ
ジタル化に対応した人材の育成や自動化技術を活用した生産性向上に取組んでいます。

■ デジタル化を通じた競争力向上〜デジタルアカデミー〜

16



■ 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2割＊にのぼっています。

　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　・事業承継　・産学連携支援　・リース活用　など

　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、2018年9月末の残高は511
億円となっています。

■ 事業性評価のスキームを活用した融資商品

・むさしの中小企業アクティブファンド
・むさしの優良企業プライムファンド

　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た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。2018年9月末でのABL
取扱は134件、約136億円で、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

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

■ 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や不動産に関わる情報のほか、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

具体的な取組み事例 ―千葉銀行と連携したシンジケートローン―
・ 中堅企業及び中小企業の皆さまに向け、千葉銀行と連携しシンジケートローン手法を活用した資金供給に取組んでおり、

2018年9月末までの組成実績は213億円となりました。
・ 2018年6月に開設した「浜松町オフィス」でも共同拠点のメリットを活かし、こうしたシンジケートローン等を活用しお取

引先に対する円滑な資金供給に努めています。

＊2018年3月時点
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・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

・人材の派遣・紹介
・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

　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。（2018年12月現在、175社と業務提携）

■ ビジネスマッチングの取組み

■ シンガポール駐在員事務所

　お取引先企業の海外進出や事業展開を支援するため、2018年8月、シンガポールに駐在員事務所を開所し、現地
ニーズに機動的にお応えしています。また、連携・協働による海外ネットワークを通じ、きめ細かな支援を行ってい
ます。

■ 海外進出支援

　2018年8月に開所した本駐在員事務所では、隣接する千葉銀行の駐在員事務
所と連携し、アセアン域内で事業展開されているお客さまや新たに進出を検討
されているお客さまのニーズにお応えするため、現地のネットワークを活かし
た情報提供や各種イベントの企画・開催など、幅広いサービスを提供しています。
　また、シンガポール以外の千葉銀行海外拠点も活用することで、お取引先企業
の海外事業展開に対し総合的な支援を行っています。

英 文 名 称 The Musashino Bank, Ltd., 
Singapore Representative Office

所 在 地
連 絡 先

50 Raffles Place, #10-07 Singapore Land Tower, 
Singapore 048623
電話：+65-6323-6340 ／ FAX：+65-6535-6341

メ ー ル singapore@musashinobank.co.jp

マリーナベイ・
サンズ

ザ・フラートン
ベイ・ホテル

アジア文明
博物館

ビクトリア
シアター

マリーナ・スクエアナショナル・ギャラリー
シンガポール

展示貿易
センター

Singapore Land Tower

シンガポール
駐在員事務所

■ 連携・協働による海外ネットワーク

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

＜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＞
千葉銀行 香港支店
千葉銀行 上海駐在員事務所
八十二銀行 香港支店 行員派遣

＜タイ＞
千葉銀行 バンコク駐在員事務所
カシコン銀行 行員派遣

＜イギリス＞
千葉銀行 ロンドン支店

国際協力機構（JICA）

日本貿易保険（NEXI）

国際協力銀行（JBIC）
その他の提携

＜シンガポール＞
シンガポール駐在員事務所
千葉銀行 シンガポール駐在員事務所
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具体的な取組み事例 ―国際協力銀行との協調融資―
・ お取引先企業の海外進出や進出先での事業展開などに必要な資金需要にお応えするため、連携する他の金融機関とのネッ

トワークを活用しています。
・ 当行では国際協力銀行と連携し、「協調融資スキーム」を活用することで、現地通貨建の資金調達ニーズにも的確にお応えし

ています。

円建融資

現地通貨建融資

送金
武蔵野銀行 お取引先企業

海外現地法人
国際協力銀行

具体的な取組み事例 ―千葉銀行との連携による支援―

■クロスボーダーローン
・ お取引先の外貨での資金調達ニーズにお応えするため様々な融資手法を活用しています。
・ 2018年8月には、お取引先の海外現地法人に対するクロスボーダーローン（海外現地法人に対する国境を越えた直接融資）

に協調して取組んだほか、2018年12月には千葉銀行の組成する外国法人に対する外貨建てシンジケートローンにも取組
んでいます。

■スタンドバイL/C
・ 同行との協働によるスタンドバイL/C（＊）の発行や、それに基づく千葉銀行の海外支店による海外現地法人への融資など、

お取引先企業の多様なニーズにきめ細かくお応えしています。
（＊） スタンドバイL/Cとは日系企業の海外支店や海外現地法人等が現地の金融機関から融資や保証などを受ける際に、日本の銀行が現地の金融機関

に対して債務の弁済を保証する為に発行する信用状のことです。

発行依頼
スタンドバイL/C

発行 融資
スタンドバイL/C

国 内 海 外

お取引先企業の
海外現地法人

千葉銀行の
海外支店お取引先企業

■ 行政機関等の外部機関と連携した経営革新支援
　関東財務局及び関東経済産業局の「経営革新等支援機関」の認定を受けており、中小企業等の経営課題解決のため、
行政機関等の外部機関と連携して支援を行っています。

■主な支援事業
・ 外部機関と連携した補助金等公的支援施策の活用支援
・ 商工団体と連携した経営革新計画の策定・実施に係る支援とアドバイス

具体的な取組み事例 ―商工団体との経営革新セミナー開催―
・ 経営革新計画承認制度の普及啓発と地元企業による事例発表

などを通じ、経営革新の取組みの重要性をお伝えするセミ
ナーを商工会議所、商工会と開催しています。

・ 2018年度はこれまでの8カ所でセミナーを開催し、約150名の事業者の方々が参加し、経営革新計画策定に結びつく事例
も多数出ています。

2018年5月 三芳町商工会 9月 志木市商工会

7月 富士見市商工会
入間市商工会

10月 秩父商工会議所

11月 ふじみ野市商工会
飯能商工会議所9月 鴻巣市商工会
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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を
通じ、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・サービスを取扱っています。

■ 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

■ 提携大学と主な専門分野

東洋大学（川越市） 製造・工業分野
立教大学（新座市） 観光産業
西武文理大学（狭山市） サービス産業
埼玉県立大学（越谷市） 介護・福祉分野

　企業や自治体の皆さまの効果的な広報活動、情報発信の高度化に向け、株式会社PR TIMESと連携した支援を行って
います。

■ 広報・情報発信をサポート

具体的な取組み事例 ―広報・PR実践セミナーの開催―
　2018年12月、経営者・広報担当のための広報・PR実践セミナー「プレスリリースの発信で企業・地
域の価値を高める！」を開催しました。
　本セミナーでは効果的な広報・PRのポイントやプレスリリース配信サービスの概要、ネット配信や
ニュースデジタル版などのメデイアの有効活用の重要性をお伝えしました。

■高度な知識を有する人材の育成
　お取引先企業へのより多様かつ専門的なソリューション提供を図るため、事業性評価のエキスパートと言える「中小企業
診断士」等上級の資格取得に取組んでいます。
　また、「農業経営アドバイザー」など専門分野に関する高度な知識を有する人材の育成に注力しています。
■千葉銀行と共同した目利き力養成の取組み
　目利き力向上のための合同研修・セミナーを開催しています。医療や建設、観光など業種別の「目利き力養成講座」「経営改
善セミナー」には2019年1月までに両行合計で約360名が参加しています。

　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

埼玉工業大学（深谷市） 電気分野
日本工業大学（宮代町） AIやIoTなど先進工学
埼玉大学（さいたま市） 文系・理系の広汎な分野
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❖ 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。お
客さまの資産承継の課題解決に向けた「むさしの資産承継サ
ポート」や、企業経営者の皆さまの事業承継を支援する「むさ
しの事業承継サポート」、家族信託の仕組みを活用し、財産管
理・資産承継を支援する「むさしのファミリー信託サポート」
など独自のコンサルティングサービスをご用意しています。

▪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

・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
　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19
年にわたり共催しています。

■ 次世代経営者を総合的に支援

　家族信託の仕組みを活用し、年齢を重ね認知症な
どで判断が難しくなった場合の財産管理や資産承継
を総合的に支援します。

■ むさしのファミリー信託サポート
　個人の資産のほか、事業用資産の承継
も含め、ワンストップで支援しています。

■ むさしの事業承継サポート

　当行グループ会社のぶぎんキャピタルと
千葉銀行グループ会社のちばぎんキャピタ
ルによる共同ファンド「千葉・武蔵野アライ
アンス1号投資事業有限責任組合」（総額30
億円）では、株式の一部保有を通じ、お取引
先企業の皆さまの円滑な事業承継を支援し
ています。

■ 共同ファンドを通じた円滑な事業承継支援

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

　お客さまの大切な資産を円滑に承継するため、一人ひとりに最適なプランの作成からお手続きまでワンストッ
プでお応えします。

■ むさしの資産承継サポート

ご資産の現状把握 相続税額・課題抽出 オリジナルプランの
作成

外部専門家との協働に
よるプランの実行支援

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4
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■ 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、地域雇用の維持・創出への
貢献に努めています。
　取組みにあたり、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の専門機関と連
携し、お取引先企業の将来を見据えた最適なご提案を行っているほか、こうした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。

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度上半期
2件 4件 6件 8件 2件

■M&A成約実績推移

・�「会社を譲渡したいが具体的にどのようにすればよいか分からない」「親族や社員に後継者がいない」といった経
営者の皆さまの課題解決に向け、M&Aを活用するサービスです。
・�M&Aに関する情報収集、相手先企業とのマッチングと利害調整、交渉のサポート、実務面のアドバイス等の
メニューをご用意しています。

■M&Aサポートサービス

M&Aの流れ

譲渡
希望企業

譲受
希望企業

ト
ッ
プ
面
談

買
収
価
格
の
条
件
交
渉

基
本
合
意
契
約
の
締
結

買
収
監
査（
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）

最
終
条
件
の
交
渉

最
終
契
約
の
締
結

ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
・
決
済

各ステップで当行がサポートを実施

ノンネームシート
の検討

秘密保持契約
の締結

企業概要書
の検討

（譲受）アドバイザリー
契約の締結

個別詳細資料
の検討

初回面談 （譲渡）アドバイザリー
契約の締結 資料提供 企業評価 ノンネームシート

作成
企業概要書
の作成

■ 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。

　「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、2018年12月までの活用実績は6件
となっています。

■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）

■「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
トを展開しています。
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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。
　また、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。

■ 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
ています。
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