
イ 中小企業の経営支援に関する取組み方針（地域密着型金融の推進に関する基本方針）
●   当行は経営理念として「自主健全経営を貫き、ゆるぎない信頼と卓越した総合金融サービスで、地域社会とともに発展する」ことを掲げており

ます。地域のお客さまに卓越した総合金融サービスをご提供することにより、地域社会の活性化・持続的な発展に貢献してまいりたいと考えて
おります。

●   そのためには、融資などに代表される資金供給者としての役割に加えて、創業・新事業支援、成長支援、経営改善・事業再生支援、事業承継な 
ど、お客さまのライフステージに応じたコンサルティングを通じて、地域経済を活性化していくことが重要な課題であると認識しております。

● 次の3項目を「地域密着型金融の推進に関する取組み方針」と定め、活動を展開してまいります。

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
● お客さまの事業性評価等を通じて、事業面・財務面等での経営課題を把握し、外部専門家等とも連携してコンサルティング機能の発揮に努めます。
●   「創業・新事業支援、販路拡大や海外進出支援等の成長支援、事業承継支援」では、創業検討期から事業化までの一貫した支援や、各種商談会・ビジネス

マッチング等によりコンサルティング機能の強化を図ります。
●   「経営改善・事業再生支援」では、営業店と本部が一体となった経営改善サポート活動を一層強化し、お客さまの事業内容を把握し、適時適切なソリュー

ションを提案します。また、REVICや再生支援協議会等の外部専門機関や各種ファンド等を積極的に活用し、経営改善・事業再生支援分野のサポート手法
の高度化を図ります。

地方創生や地域経済活性化への貢献
● 全営業店長をメンバーとする「まち・ひと・しごと創生総合戦略体制」を整備し、各自治体の地方版総合戦略策定段階から積極的に参画しております。
●   戦略の実行段階においても、当行の知見やネットワークを活用した新規事業の提案、事業の運営協議会への参画などを通じて、自治体と協働した地方創生

に引続き取組んでまいります。
● 多様な地域情報を収集・分析するとともに産学官金連携を積極的に推進し、成長分野の育成支援や地域振興等の取組みを強化していく方針です。

地域社会やお客さまへの積極的な情報発信
●   地域密着型金融の取組みについて、具体的な活動やその成果を積極的に情報発信し、今後とも地域のお客さまに信頼され支持されるよう、さらなるサービ

ス向上に努めていく方針です。

ロ 中小企業の経営支援に関する態勢整備
当行では、地域密着型金融の推進に向け、各項目について以下の取組みを推進しています。

ハ 中小企業の経営支援に関する取組状況
a．地域応援プロジェクト

中国銀行はお取引き先企業の企業価値の向上や地域経済の活性化に貢献してまいります。

「地域応援プロジェクト」を通じて、さまざまなライフステージにあるお取引き先企業の事業内容や経営課題、成長可能性等を
適切に評価（＝事業性評価）し、各種ニーズや課題に対して、最適なソリューションの提供に努めてまいります。

創業・新事業支援 事業拡大支援

成長分野の育成支援に向けた態勢強化 HP、各種リリース等を通じた情報発信

経営改善・事業再生支援 事業承継等支援

▶   ベンチャーファンドや証
券子会社を活用したお客
さまの創業・新事業支援

▶   外部専門機関や他の金融
機関との連携による地元
企業へのサポート拡充

▶   ビジネスマッチングによる
お客さまの販路拡大支援

▶   お客さまの海外進出支援
への取組み

▶ アグリビジネスへの支援強化
▶ 環境・エネルギー事業への支援強化
▶ 医療・介護事業への支援強化
▶ 産学官金連携による地域振興や地域貢献

▶   大学コンソーシアム岡山に「ちゅうぎん『金融知力』
講座」を開講

▶   コンサルティング活動の
強化

▶   地域再生ファンドや外部
専門機関との連携・積極
活用

▶ 目利き能力の向上

▶   相続対策のコンサルティ
ング業務への取組み

▶   後継者・若手経営者の育
成支援

▶ 外部専門家との連携

1．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

2．地域経済の活性化への貢献 3．地域社会やお客さまに対する積極的な情報発信

 

【アクション】
・問題解決のご提案
・コンサルティング機能の発揮

【ベース】
・事業性評価
・地域産業分析

お取引き先の企業価値を向上させるために

一社一社の企業価値向上
↓

地域の産業全体の
活性化に結びつける

創業期 成長期 成熟期 衰退期 再生期

廃業創業ステージ

成長ステージ

再生ステージ

経営改善・承継ステージ

ライフステージ

企
業
価
値

（退出）

・創業・ベンチャー支援
・岡山イノベーションプロジェクト
・創業補助金への対応
・クラウドファンディングへの対応
等

・ビジネスマッチング、国内販路開拓支援
・海外進出支援
・外部専門機関の活用
・ものづくり補助金への対応
・プロフェッショナル人材の紹介
・事業承継、Ｍ＆Ａ支援
・事業コンサルティング
・確定拠出年金導入支援　等

・経営改善計画策定支援
・地域経済活性化支援機構や中小企
業再生支援協議会との連携
・地域中核企業活性化ファンドやお
かやま活性化ファンドの活用等　

ご
支
援
内
容

中小企業の経営の改善および地域の活性化のための取組みの状況
中
小
企
業
の
経
営
の
改
善
お
よ
び
地
域
の
活
性
化
の
た
め
の
取
組
み
の
状
況
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b．「金融仲介機能のベンチマーク」について
当行では「地域応援プロジェクト」の推進を主要な経営戦略と位置付けております。
当行の取組み状況を「金融仲介機能のベンチマーク」も活用しながら定期的にモニタリングし、更なる企業価値向上に向けてPDCA
管理を強化していく方針です。

2017年度（2017.4～2018.3）における金融仲介機能のベンチマーク「共通ベンチマーク」の実績は次のとおりです。

Ⅰ．お取引き先企業の経営改善や成長力の強化
1．当行メインのお取引き先企業のうち、経営指標等が改善した先数【共通1】 2018／3期

当行メインのお取引き先数・融資残高
7,499社 10,064億円

（＋182社） （＋1,028億円）

当行メインのお取引き先のうち、経営指標等が改善した先数・融資残高
5,473社 8,322億円

（＋50社） （＋1,027億円）
※上段は2018年3月末実績、下段の（　）内は2017年3月末との対比

Ⅱ．お取引き先企業の抜本的事業再生等による生産性の向上

2．貸付条件を変更しているお取引き先の経営改善計画の進捗状況【共通2】
条件変更先合計 うち、好調・順調推移先

1,939社 578社
（△211社） （△125社）

※上段は2018年3月末実績、下段の（　）内は2017年3月末との対比

3．当行が関与した創業、第二創業の件数【共通3】
創業件数合計

91件
（△51件）

※2018年3月末実績より、第二創業を除外して集計
※上段は2018年3月末実績、下段の（　）内は2017年3月末との対比

4．ライフステージ別のお取引き先数および融資額【共通4】 創業期 成長期 成熟期 衰退期 再生期 合計

ライフステージ別の与信先数
1,220社 1,909社 16,442社 960社 2,274社 26,185社

（＋114社） （△85社） （＋35社） （＋116社） （△193社） （△134社）

ライフステージ別の与信先の融資残高
1,375億円 1,876億円 20,254億円 794億円 1,774億円 28,420億円

（＋281億円）（△394億円）（＋1,569億円） （△78億円）（△197億円）（＋1,357億円）
※上段は2018年3月末実績、下段の（　）内は2017年3月末との対比

Ⅲ．担保・保証依存の融資姿勢からの転換
5．事業性評価先数および融資額【共通5】 お取引き先数 融資残高

事業性評価に基づく融資をおこなっているお取引き先数・融資残高
2,704社 5,950億円

（＋1,125社） （＋2,393億円）
※上段は2018年3月末実績、下段の（　）内は2017年3月末との対比
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2017年度（2017.4～2018.3）における金融仲介機能のベンチマーク「選択ベンチマーク」の実績は次のとおりです。

Ⅳ．お取引き先の真の経営改善・事業再生支援に向けたコンサルティング活動の状況
6．経営者保証に関するガイドラインの活用状況【選択11】

項目 2017年度実績 前年比
新規に無保証で融資した件数（※） 2,995件 （＋460件）
保証契約を変更した件数 173件 （＋16件）
保証契約を解除した件数 857件 （△64件）
ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数 5件 （＋1件）
新規融資件数（※） 19,087件 （△867件）
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合（※） 15.69％ （＋2.99％）

7．2017年度における経営改善・事業再生支援の活動状況【選択20・22・23・42】
項目 2017年度実績 前年比

ファンド（創業・事業再生・地域活性化等）の活用件数 2件 （△13件）
転廃業支援先数 23件 （＋7件）
再生支援先の実抜計画策定先数 62先 （△13先）
実抜計画を達成した割合 66.1％ （＋3.4％）
REVIC、中小企業再生支援協議会の利用先数 9先 （△9先）

Ⅴ．情報センターの情報網を活用した販路開拓の支援
8．販路拡大支援をおこなった件数【選択18】

販路拡大支援をおこなった先数
地元 地元外 海外 合計
2,071社 39社 115社 2,225社

（＋563社） （＋26社） （＋37社） （＋626社）
※上段は2018年3月末実績、下段の（　）内は2017年3月末との対比

Ⅵ．法人・個人一体となった相続・事業承継の総合的な提案活動の状況
9．事業承継の相談件数、コンサルティング件数【選択21】

項目 2016年度実績 2017年度実績
事業承継 相談件数 484件 500件
事業承継 コンサルティング件数（M＆A除く） 28件 29件

Ⅶ．地元の研究機関との連携により、お客さまの支援体制の強化
10．お取引き先の本業支援に関する外部機関との連携状況【選択40・43】

項目 2017年度実績 前年比
外部専門家を活用して本業支援を行ったお取引先数 469先 （△316先）
お取引き先の本業支援に関連する中小企業支援策の活用先数 531件 （△710件）

Ⅷ．中長期的なお取引き先の企業価値向上や地域経済活性化に貢献する「ちゅうぎん地域応援活動」の取組み状況
11．「地域応援プロジェクト」総合ポイントの状況【独自1】

「地域応援プロジェクト」総合ポイント
2016年度実績 2017年度実績

10,582ポイント 17,324ポイント
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岡山県・備後地域
の創業・第二創業者

岡山イノベーションプロジェクト

創
業
期

評
価

発
掘
・
育
成

岡山イノベーションスクール

岡山イノベーションコンテスト

ハンズオン支援・資金支援
協賛企業

岡山県、備後地域企業
・  地元学生等の企業の後押し、

就職機会の拡大

特別協賛

公益財団法人
サンマルク財団

・講師提供

主催

・  スクールの運営サポート
・創業融資支援
・ファンド支援
・ハンズオン支援
　（創業者等の発掘・育成）

・  コンテストの運営サポート
・紙面でPR

c．創業支援
創業支援の一環として、岡山イノベーションプロジェクトを実施しています。

■目的⇒ 　  岡山県・備後地域における創業・第二創業者の創出のため、県内の支援機関（産・学・官・金・労・言）が連携し、
創業検討期から事業化までを一貫支援する創業・第二創業者支援プラットフォームを構築する。

　　　　 　コンテストに学生部門を設け、学生や進路指導教員と協賛企業との接点を作り、地元就職の推進を図る。

応募者数 書類選考通過者数 合格者数
イノベーションスクール 85名（男性54名／女性31名） 49名（男性29名／女性20名） 30名（男性20名／女性10名）

応募総数 一次審査通過者数 ニ次審査通過者数
（ファイナリスト）

イノベーションコンテスト 158組 30組 15組

岡山県、広島県、香川県信用保証協会と連携して、創業者への資金支援を目的として、
「新規創業融資制度　結芽（ゆめ）・結希（ゆうき）」を取扱いしています。

■「新規創業融資制度　結芽（ゆめ）・結希（ゆうき）」
2018年度上期 活用実績

実行件数 実行金額

35件 181百万円

■  当行全体での2018年度上期におけ
る創業支援実績は次のとおりです。 相談件数 融資実行件数 融資実行金額

全店   522件  91件  3,061百万円
うち岡山市内   135件  29件    683百万円
うち倉敷市内   124件  11件     72百万円
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地域発の技術をベースとした新規事業の創出と、
地域の産業を担うベンチャー支援の両輪を実現することで、
大学・研究機関等から生まれた研究成果が、
自立的かつ継続的に社会で実装され、
地域の産業を育む新たなエコシステムの構築を目指します。

大学、研究機関等

シーズ

プレシード

シード

アーリー

メガベンチャー

補助金・助成金

企業との共同研究

VC出資

要素技術の確立

技術の検証

プロト製作

量産試作

製品販売

起業

教育

研究

創業

岡山テックプランター始動！

イノベーションファンド投資案件のご紹介

株式会社リバネスと「次世代社会型科学技術ベンチャーの発掘・育成による未来共創に関する連携協定」を締結し、その第一弾の連
携事業として、創業支援プログラム「岡山テックプランター」を実施しています。

当行ならびに中銀リースでは、株式会社未来機械に対し、「ちゅうぎん
イノベーションファンド」、「中銀投資事業組合4号」にて投資をおこな
いました。
株式会社未来機械は水を使わず、軽量で持運び可能な太陽光発電パネル
の自動清掃ロボットの開発、販売をおこなう香川大学発のベンチャー企
業です。引続き当行は、科学技術系をはじめとした、ベンチャー企業の
支援を強化し、事業化に向けた取組みをおこなってまいります。

＜岡山テックプランター記者会見＞

＜ファイナリストの熱いプレゼン＞ ＜戦い終えたファイナリストのみなさん＞

主　　催：当行、リバネス
特別共催：小橋工業

岡
山
テ
ッ
ク
プ
ラ
ン
タ
ー

岡山テックプランターの一環として、「岡山テックグランプリ」（コンテスト）を実施
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d．販路拡大支援
幅広いネットワークにより収集した情報を活用し、各種の販路開拓を支援しています。

「クラウドファンディングセミナー＆個別商談会」開催

「ちゅうぎん6次産業化セミナー＆展示会」開催

日本最大級のクラウドファンディング※サービス運営業者
である株式会社マクアケの協力を得て、市場にあまり出
回っていない商品やサービスを扱う事業者のブランディン
グや販路開拓等を支援するために、「クラウドファンディ
ングセミナー＆個別商談会」を開催しました。

※「クラウドファンディング」
インターネットを通じて不特定多数の人に資金提供を呼び
かけ、資金を集める方法。
特に購入型クラウドファンディングは、単なる資金調達だ
けでなく、ブランディング支援や販路開拓ツールとして活
用されている。

日本政策金融公庫および農林中央金庫の協力を得て、農林漁業者と
商工業者（食品加工業者、小売・販売業者、観光関連事業者等）の
マッチングによる6次産業化および農商工連携を支援することを目
的とした「ちゅうぎん6次産業化セミナー＆展示会」を開催しました。

名　称 「ちゅうぎん6次産業化セミナー＆展示会」
開催日 平成30年3月13日（火）
開催場所 当行本店3階大講堂

内容
第一部　  セミナー「大規模野菜生産で攻めの経営展開

『国を耕す』経営理念で一層の拡大へ」
第二部　展示会
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e．海外進出支援
当行では、お取引き先の海外進出をサポートするため、海外進出支援態勢の強化を図っております。

海外ネットワークによる対応

平成27年6月にバンコク駐在員事務所を開設し、当行の海
外拠点網は、1支店（香港）、4駐在員事務所（上海・シン
ガポール・ニューヨーク・バンコク）となりました。充実
した海外ネットワークにより、お客さまのニーズに対して、
これまで以上にきめ細やかな対応をおこなってまいります。

●   タイやベトナム等における現地法人向けクロスボーダーロー
ン実行や、スタンドバイL／Cの発行など、海外ビジネスを展
開するお客さまへ多様な資金調達手段をご用意しております。

●   上海やバンコク等でのビジネス交流会や商談会開催等、活発
におこなっております。

平成29年度実施商談会

開催月 商談会名 対象業種
5月 FBC昆山ものづくり商談会 全業種

5月 FIVIMART社（ベトナム）個別商談会 食品・日
用品

6月 Mfairバンコク2017ものづくり商談会 製造業
9月 FBC上海2017ものづくり商談会 全業種
9月 遼寧省中日商談会 全業種

10月 Food Japan 2017 in　シンガポール
食品・食
品製造機
械ほか

業務提携金融機関
【中国】中國銀行　中国工商銀行　交通銀行
【フィリピン】メトロポリタン銀行
【インド】インドステイト銀行
【台湾】中國信託商業銀行
【ベトナム】ベトコム銀行　ベトナム投資開発銀行
【タイ】カシコン銀行
【インドネシア】バンクネガラインドネシア
【アメリカ・ハワイ】セントラル・パシフィック・バンク
【イギリス】スタンダード・チャータード銀行
【メキシコ】バナメックス
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お取引き先の海外進出先数　合計1,778先（平成30年3月末時点）
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海外進出支援関連融資 実行累計額（億円）
上海駐在員事務所

香港支店

シンガポール駐在員事務所

ニューヨーク
駐在員事務所

バンコク駐在員
事務所

ベトナム投資開発銀行
（行員派遣）

バンクネガラ
インドネシア（行員派遣）
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g．事業承継等支援
お客さまの事業承継を支援します。

中小企業・小規模事業者は雇用の担い手、さまざまな技
術・技能の担い手として地域経済に重要な役割を果たして
います。そうした企業が、未来永劫発展していくためには、
円滑な事業承継が不可欠です。
お客さまの課題をお伺いし、ニーズに最も適したオーダー
メイドの事業承継をサポートします。

● 組織再編（ホールディングス化）スキーム立案・支援
● M＆A仲介業務
● 従業員・役員持株会設立支援
● 種類株式・属人的株式の導入支援
● 民事信託スキームの立案・導入支援
● 不動産管理会社の設立支援
● 事業承継ファンドの活用　　　等

事業承継コンサルティングメニュー（一例）

f．経営改善支援
「経営改善・事業再生に向けた実効性の高いソリューションの提供」に取組んでいます。

当行では事業性評価などを通じてお客さまと真の経営課題を共有し、経営改善・事業再生支援に向けたコンサルティング活動を
積極的に展開しております。

● 経営者保証に関するガイドラインの活用状況
 　  当行では、従来より「担保・保証に過度に依存しない融資」

に取組んでおります。経営者保証に依存しない融資を一層推
進し、ガイドラインに基づいて誠実に対応するよう、引続き
努めてまいります。

5年間累計
（平成25年4月～平成30年3月）

再生ファンド・外部専門機関の活用件数 181件
うち、地域再生ファンドの活用件数 14件

項目 平成29年度 実績
新規に無保証で融資した件数 2,995件
保証契約を変更した件数 173件
保証契約を解除した件数 857件
ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数 5件
新規融資案件 19,087件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融
資の割合 15.69％

営業店・本部の連携強化

地域再生ファンドの活用

外部専門機関等との連携強化・積極活用

● 営業店、本部が一体となった活動

● 地域再生ファンドの活用
 　「おかやま活性化ファンド1号」ファンド総額50億円
 　「おかやま活性化ファンド2号」ファンド総額30億円
 　運営会社へ行員3名、長期トレーニー1名を派遣

「岡山県中小企業再生支援協議会」の統括責任者、サブマネー
ジャーは、当行出身者

「ミラサポ」「経営改善支援センター」等の中小企業支援策の活用

■ 活動のイメージ図

営業店・本部
の連携強化

「三位一体」
地域再生

ファンドの活用
外部専門機関
との連携強化
積極活用
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外部専門家と連携し、有益な情報を提供することによってお客さまの事業承継を支援します。

中小企業にとって後継者問題は、重大な経営課題であります。
外部専門家と連携しコーディネーター的役割を果たし、中小企業の廃業による地域経済の縮小や雇用喪失を防ぎます。

◆外部専門家のご紹介
お客さまの後継者問題の解決に向け、積極的に岡山県、広島県、香
川県等の事業引継ぎ支援センターといった外部機関や弁護士や税理
士といった外部専門家を活用したコーディネート機能を発揮
◆事業引継ぎ支援センター（経済産業省）

事業引継ぎ支援センターは「産業競争力強化法」にもとづいて、経済産業省より委託を
受けて運営する公的な相談窓口です。
　・　費用　　　：相談は無料。ただし、M＆A業者の手数料は別途必要。

　・　相談事例　：「後継者がいない」「事業の引継ぎに不安がある」など

h．事業コンサルティング

i．産学官金の連携

お客さまの経営に関する各種コンサルティングサービスを提供いたします。

岡山大学、岡山県立大学、香川大学と包括協定を締結し、お客さまの支援体制を強化しています。

お客さまの経営に関する各種課題を解決すべく、新たな取
組みとして事業コンサルティングを開始しました。
具体的には、経営診断、中期経営計画策定、人事・組織活
性化など右記メニューを中心にお客さまをサポートします。
コンサルティングテーマによっては外部専門家と連携し対
応します。

お客さまの研究ニーズ等の情報収集に「技術的課題解決相談シート」を活用し、お客さまで解決できない技術的な問題、課題の
解決に向けて、お客さまと大学との連携をサポートします。
当行は大学とお客さまを繋げるコーディネーター的役割を果たし、技術的な相談時には大学からお客さまへ訪問してもらう仕組
みとなります。
※ 技術的課題解決相談シート：お客さまのニーズ情報を収集し、お客さまと大学を繋げるシート

○事業引継ぎ支援
譲渡企業

相談

連携

譲受企業

経営指導員等

民間仲介業者
・専門家等

全国本部（中小機構）
事業引継ぎ支援センター・事業引継ぎ相談窓口

事業引継ぎに関するデータベース

※後継者不在企業と創業希望者とをマッチングさせる「後継者バンク」
　についても順次全国展開を図る。

事業引継ぎの実現

金融機関によ
る情報提供等

M&A仲介機関
弁護士、税理士、
公認会計士、
中小企業診断士、
金融機関等

情報の収集
情報を整理
マッチング

産学連携イメージ

お客さま

①技術的課題解決相談シート※
活用によるニーズ情報収集

③技術的な相談
研究機関

岡山大学
岡山県立大学
香川大学

全国の
大学等
研究機関

科学技術振興
機構（JST）

④共同研究開始

⑤金融面の
支援 ②企業ニーズ

紹介
②研究機関を探索

主要メニュー 概要

経営診断 業界調査や経営幹部インタビュー等を通じた
経営診断レポートの提供

中期経営計画
策定

経営ビジョン達成へ向けた経営戦略やマネジ
メント体制の構築支援

売上拡大 新市場・新商品開発や販路開拓支援

人事・組織活
性化

人事制度構築、労務管理等規程類の整備や組
織体制整備支援

業務プロセス
変革

生産管理や業務プロセス改善、情報システム
導入支援

事業コンサルティングのメニュー
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「教育機関寄贈型私募債」※を通じて地域社会に貢献する企業を応援します。

アグリビジネスへの支援強化

発行企業 企業数 寄贈物品 寄贈先

和気町の企業ほか 7社 教材、備品など教育に資する
物品 和気町公営塾（英語塾）

備前市の企業ほか 8社 教材、備品など教育に資する
物品

備前まなび塾プラス（備前市
教育委員会が運営）

西大寺の企業ほか 12社 パソコン、ビデオカメラなど 岡山県立西大寺高等学校
岡山学芸館高等学校

玉野市の企業ほか 13社 3Dプロッター 玉野市立玉野商工高等学校

地域の活性化を促進すべく、地方自治体・地元大学・地元企業と協力して産学官金連携の取組みを推進しており、地方創生の取
組みの一環として私募債発行を通じて、地域社会に貢献する企業を応援しています。

畜産、畑作、果樹などを営む農業法人の規模拡大や、農林漁業の6次産業化に取組む法人をサポートします。

地方公共団体、外部専門機関と連携し、下記コンサル業務を実施。
※農業経営アドバイザー資格取得者を本部、営業店に24名配置。
①ファイナンス支援・・・・・・制度融資、ABL、ファンド　等
②異業種の農業参入支援・・・・法人の設立を企画段階から支援
③販路・仕入先情報・・・・・・販売先・仕入先の紹介、商談会の開催
④ブランディング支援・・・・・外部専門機関等紹介による商品のブランド化支援
⑤不動産情報・・・・・・・・・農業用地の情報提供（植物工場用地等）・有効活用提案

※「教育機関寄贈型私募債（銀行保証付）」
　  地域社会への貢献や子どもの成長支援を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で図書や備品などを購入し、

発行企業が指定する地域の教育機関へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。
　企業が単独で発行する場合もありますが、下記のように、数社が合同で私募債を発行し、教育機関へ寄贈する例もあります。

＜複数企業による合同寄贈のイメージ図＞

中国銀行 発行額の0.2％で
寄贈物品を購入

寄贈先は発行企業が指定します
企業

企業

企業

企業

私募債発行
手数料

学校や公営塾
などの教育機関

教育機関寄贈型私募債
発行企業

支援メニュー

1次産業者のさまざまなニーズや2次・3次産業者のニーズ、外部専門機関などの知識・情報とのマッチングをサポートする支援体制。

ニーズ
・販路拡大・新技術導入
・生産ノウハウ提供　など

ニーズ
・高品質食材仕入
・新技術の販路拡大　など

1次産業者
農業法人、生産組合　など

中国銀行
マッチングサポート

外部連携機関
日本政策金融公庫、
地方公共団体、
商工会議所・商工会　など

知識・情報、ニーズ
・販売先・仕入先情報
・外部専門機関紹介　など

2次・3次産業者
食品製造、加工、販売、
流通、外食、サービス　など

支援体制
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総合戦略の遂行と地域経済の活性化に向けた自治体の取組みに連携・協力しています。

● 包括協定締結先
自治体名 協定締結日 主な協定項目 協定にもとづく主な施策

岡山県 H26.6.5
・人材交流
・観光振興
・県内企業の海外展開
・地域産業の振興および中小企業等の支援

・職員相互交流
・移住・定住者向け住宅ローンの金利優遇
・企業立地融資制度の取扱い
・岡山後楽園の入園料のキャッシュレス化

岡山市 H28.3.28
・地域産業の振興
・移住・定住の促進
・公共施設のファシリティマネジメント
・女性の活躍推進

・「ちゅうぎん子育て支援ローン」融資金利優遇
・おかやま合同移住相談会への参加
・岡山城の入場料のキャッシュレス化

倉敷市 H28.3.7
・移住・定住の促進
・地域産業の振興
・ICTの活用による地域活性化

・   株式会社JTBと倉敷商業高校と連携した「水島
コンビナートモニターツアー」の実施

・婚活促進雑誌「and」の配布
つやま

産業支援
センター

H28.5.24
・創業支援
・中小企業の経営革新支援
・事業性評価における支援

・就職・定住促進基金事業への協力

美作市 H28.6.28 ・地域の観光資源・発信を通じた交流人口の増加
・地域産業の振興・中小企業の支援および創業支援 ・「ちゅうぎん子育て支援ローン」融資金利優遇

福山市 H28.4.1
・地域産業の振興
・  6次産業化の推進、農林水産物を活用した地域活性化
・男女共同参画の推進

・  移住・定住者向け住宅ローンの金利優遇
・  備後圏域ワインプロジェクトへの協力
　（ワイン列車やワインセミナーへの協力）

玉野市 H30.1.19
・創業および就農支援
・観光振興
・まちづくり

・人材育成支援のための教育機関寄贈型私募債
　の活用

j．地方自治体との連携
地方創生の動きに対応した独自の融資制度を新設し、各種施策の実現に貢献しています。

● 企業誘致（平成26年6月～）

ご利用いただける方
・株式会社（特例有限会社を含む）
・認定農業者（なることが確実な法人も含む）

ファンドの概要
ファンド総額 10億円

出資者 中国銀行、中銀リース、
日本政策金融公庫

存続期間 15年以内
資金使途

・規模拡大、多角化
・財務体質強化　など

ご利用いただける方
・「6次産業化法に基づく認定」を受けた事業者
・農林漁業者が主体となった6次化事業体

ファンドの概要
ファンド総額 5億円

出資者 中国銀行、中銀リース、
農林漁業成長産業化支援機構

存続期間 15年以内
資金使途

・農林水産物の加工または販売を一体的におこなう事業

● 移住・定住促進（平成26年8月～） ● 空き家解体（平成27年10月～）

実行件数 実行金額
26件 16,017百万円

平成30年9月末実績

実行件数 実行金額
71件 1,877百万円

平成30年9月末実績

ちゅうぎん農業ファンド ちゅうぎんアグリサポートファンド
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l．観光への取組み
「滞在型観光まちづくりプロジェクト推進業務」を受託しました。

当行は、せとうちDMOを構成する株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションと共同提案した津山市の「滞在型観光まちづくりプ
ロジェクト推進業務」※に関しての受託契約を締結しました。

津山市が目指している、旅行者の多様化する価値観やニーズに対応した「観光まちづくり」の実現に向け、当行および株式会社
瀬戸内ブランドコーポレーション等が共同で支援をおこないました。
当行は、今後も地域の活性化に繋がる観光産業の支援を積極的におこなっていきます。

※「滞在型観光まちづくりプロジェクト推進業務」
　  津山市が客観的データにもとづいたマーケティングと戦略による経済効果を発揮できる「観光まちづくり」を実現すべく、そ

の中核となる地域DMO※の設立・運営を目指していく業務

※DMO・・・Destination Marketing／Management Organization：観光地を活性化させて地域全体を一体的にマネジメントしていく組織

項　目 内　容

観光セミナーの開催
津山市内の観光事業者、宿泊施設など観光の担い手となる事業者や観光ボランティアガイド、
市民を対象に、現在の観光動向やインバウンドの受入方法、体験プログラムの必要性、他市
事例といった自立的な観光産業にかかる観光セミナーを開催し、おもてなしマインドの醸成
を図る。

k．保育事業への取組みについて
待機児童の解消に寄与すべく、【ちゅうぎん保育事業応援融資制度「愛育」】を新設しています（地方銀行では全国初）。

当行では、ダイバーシティへの対応および女性活躍社会の
実現に向け、社会的課題となっている待機児童の解消に寄
与すべく、平成29年9月に【ちゅうぎん保育事業応援融資
制度「愛育（あいく）」】を新設しています。
このたび第一号案件として、マルゴ青果株式会社（本社：
岡山市）の企業主導型保育事業である「第2せいな保育園」
開設に対し支援をおこないました。

＜会社概要＞
会 社 名 マルゴ青果株式会社
住 所 岡山市南区市場1-1
代 表 者 名 石村　武夫
設立年月日 昭和51年7月26日
業 種 青果物卸売業
従 業 員 数 26人

＜保育園概要＞
保 育 園 名 第2せいな保育園
住 所 岡山市中区江並76-6
開 設 日 平成30年4月2日（月）
定 員 42人（地域枠21人）
対 象 者 生後3ヶ月～未就学児童
設 立 目 的 保育事業を通した社会貢献

特 徴

・  認可保育園並みの基準を満たした安心な保
育環境

　（施設面積・職員配置基準等）
・優れた耐震性能を有する安全な保育施設
・  子どもの成長と健康を願う「鯉のぼり」を

シンボルとした保育園

当行営業エリアにおいて地域の最重要課題の一つとなって
いる待機児童問題に対し、本部に2名の担当を配置し融資相
談にとどまらず事業収支作成支援をはじめ、保育事業の委
託先および開設申請コンサルタント、建築業者、警備保障
会社、嘱託医の紹介などのニーズ対応をワンストップで提
供できる体制を整えています。
当行は、地方創生に向けた地域の課題に対するソリューショ
ンの提供により、地域のお客さまのさまざまな要望にお応
えしていきます。
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