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「支店紹介と営業エリア紹介」

	札幌信用金庫　新琴似支店
支店長　 田畑 正道

まず始めに、当新琴似支店について紹介したい
と思います。当店は、新琴似地区・屯田地区・新川地
区を営業エリアとして昭和51年8月12日に、現在
地（札幌市北区新琴似8条8丁目2-1）に開設され、
33年が経過しようとしております。職員は、12名
在籍しております。地域のお客様から推奨してもら
える金融機関、即ち、「我々の金融機関＝札幌信用
金庫」と言って頂ける信用金庫「アワーズしんきん
バンク」になることを目標として「親しみやすく、親
切で気配りのある店舗作り」に、鋭意努力しており
ます。地区内は、地下鉄麻生駅を中心とした商業施
設を始め事業所・一般住宅・アパートが混在しており
ます。特に事務所の多いことが、地域の特色です。

地区内の全国的に有名な活動は、青少年の健
全な育成を目的に平成7年12月に発足しました
YOSAKOIソーランチーム「新琴似天舞龍神」の
活動が代表的です。メンバーの約8割が地元新琴
似に住んでおり、地域密着のチームとして活動して
います。平成16年度から19年度までYOSAKOI
ソーラン大賞4連覇を成し遂げ、平成20年度・21
年度は準YOSAKOIソーラン大賞に輝く実績を残
しております。

代表的・歴史的建造物は、札幌市指定の有形文
化財である新琴似屯田兵中隊本部が新琴似8条3

丁目に現存しております。この建物は、新琴似屯田
兵村（屯田兵第一大隊第三中隊）の本部として明治
19年に建てられました。木造二階建・亜鉛引鉄板
葺切妻屋根・アメリカ中西部の開拓期に流行したバ
ルーンフレーム構造を使用した特徴を持った建造
物です。

次に、新琴似・屯田・新川地区の開拓の歴史を紹
介致します。

新琴似地区は、福岡・熊本・佐賀・大分の九州出身
者を中心として、明治20年に146名、翌21年に
74名の屯田兵とその家族が入植し、第一大隊第三
中隊が編成されました。ほとんどが泥炭質の一大
湿地帯であり、想像を絶する開墾の努力を持って、
今日の様相になりました。地名の由来は、新琴似
は、もともと琴似村の一部でありました。屯田兵入
植の際に、「新」の文字を「琴似」に冠して「新琴似」
と称されたものです。また、「琴似」の語源は、アイ
ヌ語の「コツ・ネイ」であり、意味は、「低く窪んだと
ころ」です。

続いて、屯田地区の開拓の歴史を紹介します。
屯田兵入植以前の屯田は、原始林に覆われ、ヒグ
マ・エゾシカ・野兎・エゾリス・シマリスなどが生息
する野生動物の楽園様であったとの事です。明
治22年に屯田兵220戸が入植しました。ここで、
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「屯田」の語源を紹介しましょう。「屯」は「たむろ
する」の意味で、「田」は、「田卒」を意味していま
す。「田卒」とは、中国がまだ漢といっていた時代
に、武帝が北方蒙古の来襲に備えて要害の地に
土着させた兵士のことです。この兵士は、「平時
は農耕に従事し、有事のときには、軍隊を組織し
て外敵に備える」役割を持っていました。すなわ
ち、「屯田」とは、「田卒」がたむろする地という意
味です。

最後に新川地区の開拓の歴史について紹介し
ます。明治8年に琴似地区に入植した第一次屯
田兵のうち、給与地（明治8年に石狩国琴似村旧
牧場に、琴似屯田兵用の土地四反六畝が給与さ
れたもの。）の一部である牧場を開墾したのが始
まりです。明治22年に定住開拓が開始されまし
た。ほぼ全域が泥炭質の湿地帯であったため、湿
地改良、発寒川・琴似川の氾濫を防ぐ目的として

「新川運河」が造られ、これが、「新川」の地名の
由来です。農耕地帯として発展し、現在の住宅地
となりました。

各地区の歴史をお話しましたが、ここで、開拓
時に設立された新琴似地区の金融機関について
も触れてみたいと思います。明治24年6月に、屯
田兵司令部によって、強制蓄積させられた屯田兵
十三個中隊の毎月の給与米の一部（積立金）を資
本として、株式会社組織として「屯田銀行」が設立
され、明治33年1月に「北海道商業銀行」、明治
39年5月に「小樽銀行」と合併し、「北海道銀行
…現在の株式会社北海道銀行とは別組織」に、同
行はやがて昭和19年に「拓殖銀行」と合併したと
のことです。「屯田銀行」の設立の過程が、山鼻地
区へ入植した屯田兵の人々により相互扶助の目
的にて設立された、当札幌信用金庫（山鼻信用組
合…設立時名称）と似通っており、親しみを覚え
ると同時に、何時の時代、何処に於いても金融機

関が重要な組織であり、非常に責任のある仕事
であることを、再認識させられました。

最後に、私の紹介をさせて頂きます。昭和32
年7月に、札幌市にて生を受け、昭和58年に札幌
信用金庫に就職、平成16年2月1日に平岡支店
長、新札幌支店長を経て、平成20年1月1日付に
て新琴似支店長に就任しました。私が就職活動
のおり、札幌信用金庫に興味を持ったのは、昭和
58年度採用パンフレットの「若者よ変革を目指
せ！七三裾刈はもう古い！」というキャッチコピーと

「支店長立候補制度」が特に印象的で、勤務地が
札幌圏内であり、地方への転勤が無いこと等に惹
かれ就職試験を受けた記憶があります。金融機
関としては、比較的自由で風通しの良い組織であ
り、特に、「やる気」のある職員に於いては、チャン
スが与えられる「遣り甲斐のある職場」であると、
入庫26年を経た現在でも実感しております。

当庫の組織力・信用力を基に、地域密着の精神
に沿って、微力ながら、地域の皆様のお役に立て
るよう精一杯頑張りますので、今後とも、宜しくお
願い致します。



信用保証をご利用されていない道内中小企業者の方に対し、広くご利用いただき金融の円滑化
に資することを目的に平成２１年度も新規保証キャンペーンを実施します。

昨年度は、おかげさまで２，３６１企業への新規保証の取扱いをさせていただきました。今年度の
キャンペーンの内容は下記のとおりとなっておりますが、今年度も引き続き新規保証の推進にご協
力をお願い申し上げます。

１.	対象企業

 保証協会を初めて利用される方

２.	対象融資

 原則としてすべての保証付融資とします。
 ただし、新生ほっかいどう資金「ワイド融資」および予約保証制度は除きます。

３.	対象金融機関

 約定書締結金融機関とします。

４.	信用保証料率

（１）保証料率弾力化対象の取扱いにつきましては、リスク考慮型基準料率から10%割引した下表の保証
料率を基準料率とします。

 ただし、融資制度等で保証料率が定められている場合には、いずれか低い料率を基準料率とします。
 また、財務諸表を作成されていない場合は、区分⑤の保証料率を適用します。

（２）無担保・無保証人保証、流動資産担保融資保証、事業再生保証、セーフティネット保証（緊急保証含む）
等の特例保証につきましては所定の料率とします。

５.	実施期間
 平成２１年９月１日（火）の保証申込受付分から平成２１年１２月３０日（水）までの保証承諾分とします。

（単位 ： %）

区 　分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

責任共有保証料率 1.71 1.57 1.39 1.21 1.03 0.90 0.72 0.54 0.40

責任共有外保証料率 1.98 1.80 1.62 1.44 1.21 0.99 0.81 0.63 0.45
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「新規保証キャンペーン」を実施します！

実 施 要 領



信用保証委託契約書につきましては、平成２１年７月より「反社会的勢力排除条項」を盛り込ん
だ新書式に改正いたしましたが、平成２１年９月１日新規保証申込受付分からは、改正後の新書式
へ全面移行となり、旧書式での保証申込の受付はできませんので、ご注意願います。

以下のとおり新書式は「紫色」、旧書式は「黒色」で印刷されていますので、お間違えのない
よう、ご注意願います。

また、信用保証委託契約書のコピーによる使用はできませんので、ご注意願います。

新書式（紫色） 旧書式（黒色）
↓

ご使用できません
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信用保証委託契約書の全面移行について
≪重要≫



保証料返戻の正確・迅速な事務処理を期するため、信用保証依頼書について保証料返戻の口座
名義を記載する欄を新たに設けました。

つきましては、保証料返戻の口座番号・口座名義については正確に記載するようお願いいたし
ます。

なお、申込書式セット版に添付の信用保証依頼書については既に口座名義欄を設けた新書式に
改正いたしましたが、信用保証依頼書の単票での書式については、在庫がなくなり次第の改正を
予定しております。このことから、改正前の旧書式をご利用の際には、引き続き口座番号記載の下
の余白部分に口座名義を記載するようご協力願います。

また、改正後の信用保証依頼書については、当協会ホームページからダウンロードが可能です。

（旧書式） （新書式）

信用保証依頼書の一部改正について
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当協会のホームページでは、下記の内容を掲載しておりますので、是非ご活用下さい。

ホームページアドレス
http://www.cgc-hokkaido.or.jp/

ホームページの内容
（業務内容）

信用保証制度の仕組みをはじめ、主な保証制度の内容等を掲
載しています。

（当協会の概要）
当協会のコンプライアンス態勢の取組み、個人情報保護への
取組みのほか、年度経営計画、中期事業計画などを公表して
おります。

（書式ダウンロード）
使用頻度の高い書式について、ＰＤＦファイルまたはＥＸＣＥＬファ
イルでダウンロードが可能となっています。

・信用保証委託申込書・信用保証依頼書・申込人（企業）
概要・保証人等明細

・収支予定表・資金繰表・誓約書（飲食店用）・担保調書・
受注工事明細表（建設業用）

その他、特定社債保証の一部の書式等についても、掲載して
おります。

（保証のしるべ）
［保証のしるべ］の毎月号を順次掲載しています。

当ホームページについては、
北海道信用保証協会 本店総務課（011-241-5554）まで
お問い合わせください。

当協会では、道内中小企業者の皆様方の「経営・金融」のご相談
をお受けする「経営金融相談専用ダイヤル」を開設してお
ります。
ご相談は無料です。

お気軽に0120-279-540までご相談ください。

ウェブ検索
［北海道信用保証協会］

ホームページをご活用下さい

フリーダイヤルでお気軽に！
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当協会では、業務運営に関する経営方針や取り組むべき重点課題を明確に認識し、適切な業務運営を確保す
るため、中期事業計画ならびに年度経営計画を策定しています。

さらに、経営の透明性を一層向上させ、対外的な説明責任を果たすため、これらの計画等を積極的に公表し、
計画等の実施状況について自己評価を行うとともに、第三者評価機関として、学識経験者、弁護士、公認会計
士等の有識者によって構成される外部評価委員会を設置し、業務実績等の客観的評価を受け、その結果を公表
しております。

平成２１年７月１４日、第６回外部評価委員会が開催され、第１次中期事業計画（平成１８年度～平成２０年度）
の評価ならびに平成２０年度経営計画の評価についての講評を受けましたので、外部評価委員会の意見・アドバ
イスを踏まえ作成した自己評価について、ここに公表します。

（外部評価委員会メンバー）
酪農学園大学教授 森永文彦様、公認会計士 籏本道男様、弁護士 伊藤隆道様

（１）経営支援・再生支援体制の整備、強化
経営支援への取組みのため、平成１８年度に業務部審査課に中小企業診断士を企業支援担当者として専任で配置

し、平成２０年度には同部門を中小企業診断士を中心に配属した企業支援課として独立改変し、経営支援取組みへ
の強化を図りました。

また、平成１７年度には経営・金融相談のフリーダイヤルを開設し、中小企業者が気軽に相談できる体制を整えました。
さらに、関係機関との連携強化により、関係機関の設置した定例経営相談に中小企業診断士の派遣を行い、財務

管理面や経営改善計画への適切なアドバイス等、多様化する相談内容に的確に対応し、来店およびフリーダイヤル
並びに派遣定例経営相談合計での３ヵ年度の対応件数累計は１，４０７件となりました。

再生支援の取組みに関しては、事業再生保証（平成２０年度実績２件２億５，０００万円）や求償権消滅保証（同実
績２件２，４００万円）だけではなく、当協会独自の保証制度である「ランクアップ保証」、北海道の制度融資である「道
中小企業再生支援資金」を積極的に取組んだほか、北海道中小企業再生支援協議会とのタイアップによるリスケ案
件に対応し、この３ヵ年での再生案件への対応件数累計は１７５件２５億２，０００万円となりました。

（２）保証制度の多様化、柔軟化への対応
担保・保証人に依存しない調達方法として「流動資産担保融資保証」の取組みを積極的に行い、平成１８年度

８７９件４０億円、平成１９年度８０５件４９億円、平成２０年度８４７件７６億円の実績で、全国的に見ても高い取扱実
績となりました。

（３）政策保証の推進
不況業種および金融環境等の変化により経営の安定に支障が生じている中小企業者にはセーフティネット保証の

利用を積極的に取組み、平成１８年度８６９件２０２億円、平成１９年度１，５３２件３２３億円、平成２０年度１６，９０７
件２，９９８億円の保証実績を挙げました。

この内、平成２０年度に関しては、世界的な経済危機の中、平成２０年１０月から国の緊急経済対策として実施した
「緊急保証制度」に関する取扱実績１４，８５３件２，６１２億円が含まれ、厳しい環境下にある北海道の中小企業者の
資金繰り円滑化はもとより、地元経済、雇用確保に貢献を果たしてきました。

また、「資金繰り円滑化借換保証」にも積極的かつ弾力的に対応するよう努めた結果、平成１８年度８，６５５
件１，１６２億円、平成１９年度８，０４２件１，０３０億円、平成２０年度１１，１８５件１，７１９億円の実績となりました。

（４）利便性の向上
ＣＲＤを利用し、迅速に保証審査を行う「無担保小口カードローン根保証」を創設し、累計で５８１億円の保証実

績があったほか、ＣＲＤのスコアリングによる金融機関との提携保証や北海道の融資制度である「道クイック融資（長
期・短期）」を積極的に取扱し、審査の迅速化、効率化を図りました。
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第１次中期事業計画および
平成20年度経営計画の評価公表について

第1次中期事業計画（平成18年度～平成20年度）の評価



また、北海道の制度保証、特別推せん保証、特定社債保証、新規保証キャンペーン、長期保証キャンペーンの
期間中に申込のあった対象分等について、基準料率から１０％～２０％の保証料率の割引措置を講じ、中小企業者
の負担軽減を図りました。

経営金融相談ダイヤルについては、ホームページや広報誌による周知を行い、平成２０年度の相談件数は５１０件
と、着実に浸透してきています。

（５）保証料率の弾力化および金融機関との適切な責任共有制度の導入に伴う対応
平成１８年度の平均保証料率は１．２２％、平成１９年度の平均保証料率は１．２９％、平成２０年度の平均保証料率

は１．０５％となっており、導入以前の保証料率一律１．３５％に対し低い保証料率となっており、中小企業者の負担軽
減を図ることができました。

（６）期中管理の充実・強化
「保証先管理マニュアル」に基づき該当先に関しては、毎期決算書を徴求し経営内容の実態把握に努め、保証取

扱企業の期中管理の充実・強化を図りました。
また、延滞先に関しては、金融機関に状況等の確認を行い、返済見通しを見極め、返済緩和等の条件変更に弾

力的に対応しました。

（７）回収の合理化・効率化
期中管理部門との連携を図り、代位弁済後速やかに債務者等の現況を把握し、管理職が各求償権の状況を担当

者からヒアリングするなどし、適時的確な対応に努めました。
また、サービサーを活用した回収の充実・強化についても積極的に取組みました。

（８）制度改革に係るシステム対応等
電算共同化については平成１８年度に専属のワーキンググループを立上げ、平成２０年５月の電算共同化実施まで、

スケジュールの基づき対応し、大きな問題もなく移行が完了しました。
公的な保証機関としてのコンプライアンス態勢については、電算プログラムミス等の事例が発生したことを踏まえ、

各会議でコンプライアンス態勢の定着、推進を行い、平成２０年度では各会議等にて延べ２２０名の参加者に対し、
１０回のコンプライアンス研修を実施し、役職員の一層の意識醸成に努めました。

●外部評価委員会の評価等
道内経済が不安定に推移している中、「信頼される協会」「顔の見える協会」として、各種政策保証や経営支援・

再生支援への積極的な取組みなど、中小企業の金融円滑化という使命を確実に果たしている。
個々の中小企業者の立場に立ち、その多様なニーズに的確に応え、中小企業の良きパートナーとして、今まで以

上に地域経済に貢献することを期待する。
コンプライアンス態勢の面においては、過去の経験を生かし、今後一層の態勢強化が必要と思われる。

１．事業概況

世界的な経済危機の中、１０月からの国の緊急経済対策として実施した「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」（現
在は「緊急保証制度」に改正）の取扱により、保証承諾および保証債務残高ともに前年度を上回り過去最高となり
ました。

代位弁済については、景気回復の悪化を反映して年度累計３４１億円の実績で、２年連続で過去最高額となりまし
た。

求償権の回収は、代位弁済後早期に現況を把握し、実態に見合った回収方針や行動計画を策定のうえ回収に努め、
前年度を上回りました。

※（　　）内の数値は対前年比を示す。

項目 件数 金額 計画値（金額） 計画達成率

保証承諾 59,148（119.8%） 6,855億円
（139.7％） 5,100億円 134.4％

保証債務残高 128,749（100.5%） 1兆461億円
（115.0％） 9,080億円 115.2％

代位弁済 4,897（148.3%） 341億円
（156.8％） 210億円 162.4％

求償権回収 ー 48億円
（106.0％） 50億円 96.3％
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２．決算概要

（単位：百万円）

・経常収入は、平均保証料率の低下により保証料収入が減少したことを主要因として、前年に比べ１５億１９百万円
減となりました。

・経常支出は信用保険料の減少等により、前期に比べ３億４７百万円減となりました。
・経常外収支差額は、責任準備金の積立と求償権償却準備金の積立が増加し、マイナス幅が拡大しました。
・当期収支差額は、年度経営計画に基づき保証業務の適正な運営と経営の効率化に努めましたが、保証債務残高の

急増による責任準備金積立と代位弁済の増加による求償権償却準備金積立の負担が重く、金融安定化特別基金か
ら１９百万円、制度改革促進基金から２３百万円、ならびに収支差額変動準備金から１０億２４百万円をそれぞれ取
崩した結果、０となりました。

３．重点課題への取組み状況

（１）政策保証の推進
ア．セーフティネット保証については、１６，９０７件２，９９８億円の保証を行いました。この内、平成２０年１０月３１日

付全国統一で実施した「原材料価格高騰対応等緊急保証制度 ｣（現在は「緊急保証制度」に改正）については、
１４，８５３件２，６１２億円の保証を行いました。

イ．資金繰り円滑化借換保証については、１１，１８５件１，７１９億円の実績を挙げました。
ウ．流動資産担保融資保証については、広報活動を強化するとともに棚卸資産担保の利用促進を図りました。また、

風評被害の払拭や債権譲渡禁止特約の解除等についても６関係機関に対し働きかけを行いました。
この結果、８４７件７６億円の取扱実績となりました。

エ．地方公共団体の制度保証についても推進に努めました。その結果、「新生ほっかいどう資金（新たんぽぽ資金）」
は５，６１１件４８７億円、北海道の「中小企業総合振興資金経営安定化資金セーフティネット貸付」については、６，
８５６件１，２８４億円の取扱実績となりました。

（２）利便性の向上
ア．審査の簡素化・効率化・迅速化を目的にＣＲＤを活用した「提携保証」「道クイック融資（長期・短期）」の取扱

推進に努め、中小企業者へのサービス向上を図りました。
イ．北海道の制度保証および特別推せん保証、特定社債保証、新規保証キャンペーン期間中に申込のあった対象分

等について、基準料率から１０％～２０％の保証料率の割引措置を講じ、中小企業者の負担軽減を図りました。
（３）保証料率の弾力化および責任共有制度の実施に伴う対応

平成２０年度の平均保証料率は１．０５％となっており、実施以前の保証料率一律１．３５％に対し０．３０％低い保証料
率となっており、中小企業者の負担軽減が図られました。また、保証料率決定に大きな影響のある財務入力について、
ＯＣＲを導入しより適切な運用を行いました。

（４）関係機関との連携強化
北海道・市町村が行う制度融資については、各種会議での説明により取扱の推進を図り、また、商工会議所・商

工会等との保証業務に関する説明会を通じ、中小企業者のニーズ把握に努めました。
（５）保証業務の充実

ア．金融機関本部との意見交換会、勉強会、一日研修等を実施し、保証制度等の更なる理解と周知に努めました。
イ．企業利用率向上を図るため「新規保証キャンペーン」等の実施により、企業利用率は３３．１％となり、０．１ポイ

ント上昇しました。

経常収入 10,719

経常支出 7,897

経常収支差額 2,821

経常外収入 35,354

経常外支出 39,240

経常外収支差額 ▲ 3,887

金融安定化特別基金取崩額 19

制度改革促進基金取崩額 23

収支差額変動準備金取崩額 1,024

当期収支額 0

10



（６）保証業務担当者に対する審査能力向上
保証審査業務担当者の知識習得のため、保証実務・財務分析・代位弁済実務等の研修を実施したほか、保証利

用企業への訪問を延べ１３１社に対し実施しました。
（７）経営支援のための体制整備

ア．４関係機関に対し経営相談窓口を開設し、中小企業診断士を含む３名により経営改善計画策定などに際して助言・
提言を行いました。

イ．本店に業務部企業支援課を新設、保証部管轄の創業案件すべての保証審査を担当することとし、相談・申込時
に創業者への助言・提言を行いました。

（８）再生支援のための体制整備
ア．本店に業務部企業支援課を新設、再生支援専門部署として中小企業診断士を専任者として配置し、公的機関お

よび金融機関の再生支援部署等とも連携し、企業の再生支援に対し積極的に取り組みました。
イ．企業の再生支援を目的とした国の政策保証にも積極的に取組み、事業再生保証２件２億５，０００万円、求償権消

滅保証２件２，４００万円等の保証を行っただけではなく、当協会独自の保証制度である「ランクアップ保証」、北
海道の制度融資である「道中小企業再生支援資金」を積極的に取組んだほか、北海道中小企業再生支援協議
会とのタイアップによるリスケ案件に対応し、再生案件は平成２０年度１０９件、１４億３，０００万円の実績となり
ました。

（９）早期回収の着手
代位弁済後速やかに債務者との交渉の場を設け、また現地訪問を行う等して債務者の現況把握に努めました。
また、管理職が各求償権の状況を担当者からヒアリングのうえ、適時的確に回収方針を指示し回収に努めました。

（10）サービサーを活用した回収の充実・強化
回収の効率化と最大化のため、本店求償権のうち無担保求償権を中心として積極的に委託を行いました。

（11）法的措置による回収の促進
任意回収が困難な先については、法的措置による回収を行う方針で臨みました。

（12）運営規律の強化
電算プログラムミス等の不祥事の事例があったことを踏まえ、改善策の徹底をするとともに、コンプライアンス態

勢の定着、推進のために、全部署への役員による指導や各会議等でのコンプライアンス研修を実施し、一層の意識
醸成に努めました。

（13）電算共同化システムの定着と有効活用
平成２０年５月に電算共同化システムに移行し、新制度創設に伴うシステム開発が不要となったことによるシステム

リスクの回避、担保の自動再評価システムによる事務効率の向上など様々なメリットを享受することが可能となりま
した。

●外部評価委員会の意見等

・平成２０年度の北海道経済は、折からの原油高騰に加え、下期以降は世界的な経済環境の急激な悪化に伴い、深
刻な影響が及んだ。公共投資も予算規模の縮小を背景に減少傾向をたどり、個人所得環境の悪化から、住宅投資
も大幅に減少し、これらの影響を受ける道内中小企業においては、大変厳しい経営環境となった。

・このような経済環境の中、１０月から国の緊急経済対策として実施した「緊急保証」をはじめ、各種政策保証に積
極的に呼応し、保証承諾および保証債務残高ともに前年度を上回り過去最高となったことは、当該中小企業者の資
金繰り円滑化はもとより、地元経済、雇用確保に貢献しているものと考える。

・また、経営支援や再生支援の取組みにおいても、有資格者を中心とした専門部署を設置し、積極的に実績を積み
上げている点は、十分評価に値すると思われる。今後とも創業支援、再生支援の両局面において信用保証協会とし
ての存在意義を十分に発揮することを期待する。

・一方、代位弁済は昨年度に引き続き過去最高を更新し、北海道内の景況の厳しさを反映していると言える。
・求償権回収は、代位弁済後早期に現況を把握し、実態に見合った回収方針や行動計画を策定のうえ回収に努めた結

果、前年度を上回った実績となっており、回収の合理化・効率化が図られたものと評価できる。
・その他それぞれの重点課題についても積極的に取り組んでいると評価でき、今後も中期事業計画に掲げられた課題

を遂行されることに期待する。
・しかしながら、平成２０年度においてもコンプライアンス態勢の面において、数次の不祥事が発生したことは、役職

員のコンプライアンス意識および企業ガバナンス意識について、一層の努力の余地があるものと考える。
過去の企業経験を生かし、コンプライアンス態勢・企業ガバナンスの強化に取り組んでおり、今後はさらに倫理観の
涵養、事務処理におけるスキルの向上に努めるよう期待する。
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区 分
保　証　申　込 保　証　承　諾 保証債務残高 代　位　弁　済

件数 金  額 前年比 件  数 金 額 前年比 件  数 金  額 前年比 件 数 金  額 前年比
7月中 4,370 53,695 135.2 4,354 53,123 136.3 ― ― ― 628 4,472 223.3
年度計 17,230 204,201 136.6 16,840 198,852 137.0 127,844 1,084,760 119.0 1,717 11,998 138.2

区分

金融機関

 保　　　　証　　　　承　　　　諾  保 　証 　債 　務 　残 　高
7　　月　　中 平  成  ２1  年  度  計

件   数 金   額 前年比 構成比件   数 金   額 前年比 件   数 金   額 前年比
都 　 銀 49 1,236 170.6 178 4,465 235.1 1,077 18,657 275.6 1.7
地 　 銀 571 10,571 147.4 1,951 32,844 127.9 18,546 237,427 120.2 21.9

( 道 　 銀 ) 326 6,429 136.0 1,128 19,837 124.0 11,368 155,377 118.8 14.3
( 北 陸 銀 ) 215 3,815 178.4 709 11,795 140.8 6,047 72,617 126.3 6.7
第二地銀 1,379 19,771 161.8 5,328 76,117 166.8 35,336 343,278 119.4 31.6
信 　 金 1,950 18,347 111.6 7,746 72,698 116.6 61,925 419,307 116.2 38.7
信 　 組 400 3,088 134.2 1,619 12,302 136.4 10,423 60,580 112.5 5.6
そ の 他 5 109 79.4 18 426 76.1 537 5,511 114.4 0.5
合 　 計 4,354 53,123 136.3 16,840 198,852 137.0 127,844 1,084,760 119.0 100.0

区分

本支店別

保　　　　証　　　　承　　　　諾 保 　証 　債 　務 　残 　高
7　　月　　中 平  成  ２1  年  度  計

件   数 金   額 前年比 構成比件   数 金   額 前年比 件   数 金   額 前年比
保 証 部 1,910 24,096 149.6 7,351 91,172 149.1 53,786 483,252 124.9 44.5
函 　 館 312 4,062 125.2 1,293 14,967 122.2 10,061 87,366 112.4 8.1
帯 　 広 312 3,437 127.3 1,128 11,617 117.0 10,035 75,614 122.3 7.0
北 　 見 312 4,633 175.5 1,123 15,027 140.4 8,190 64,839 116.2 6.0
小 　 樽 217 2,875 132.5 809 9,842 138.9 6,004 53,758 119.0 5.0
旭 　 川 529 5,870 137.6 2,343 25,850 157.9 16,182 127,696 109.7 11.8
釧 　 路 279 2,931 107.5 1,055 10,855 105.3 8,869 76,683 117.1 7.1
室 　 蘭 132 1,442 84.3 527 6,416 101.8 4,503 37,192 111.6 3.4
滝 　 川 113 1,363 114.8 415 4,568 121.6 3,885 28,821 103.3 2.7
苫 小 牧 238 2,413 108.1 796 8,538 116.5 6,329 49,538 121.1 4.6
合 　 計 4,354 53,123 136.3 16,840 198,852 137.0 127,844 1,084,760 119.0 100.0

１．事業概況（平成21年7月）

２．金融機関群別保証取扱状況

３．本支店別保証取扱状況 (単位：百万円、％)

(単位：百万円、％)

(単位：百万円、％)


