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ロカベンを活用した事業性理解の取組 
（感謝される金融機関へ） 
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１．君津信用組合の概要 

 基本理念 
金融を通じて地域社会に奉仕する 

●「ローカルベンチマーク（目利き）シート」の活用と職員の目利き能力向上を図ることで事業性評価
を標準化し、企業の将来性を勘案した融資（過度に担保・保証に依存しない）に努めることで、企業
の経営改善・体質強化を支援します。融資は「事業資金」を中心とし、商工会議所・商工会等との連
携を深めながら地域商工業の振興を図ります。 
●情報・アイデア・販路拡大・イベント支援などを提供することからスタートする「Give Give Give and 
Take」を徹底するために、地域や業界へのアンテナを高めるとともに、特に他組合との連携を活かして物産、
商品等を直接区域外に販売し広告できるビジネス・マッチングに注力します。 
●当組合は、サービスの不正利用の防止（特殊詐欺、情報セキュリティ対策、反社会的勢力遮断等）
に努めるとともに、真に顧客ニーズに適した商品・サービスを提供することで、顧客資産の保全、顧客保護、
顧客利便性の充実を図ります。 
●組織体制のレベルアップ（内部牽制体制・監査機能・コンプライアンス体制の整備などによる経営管理
態勢の強化等）に努めます。また、マネジメント・サイクル（PDCA）を繰り返すことによって、業務の維
持・向上及び継続的な業務改善活動を推進します。 
●主体的にボランティア活動を行うことによる地域の皆様との業務を超えた幅広い交流を通して、地域に
おける不足・不満・要望等を肌で感じ、これらの補完に努めることで地域の活性化を目指します。 

 当組合の29 年度の取組み 
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１．君津信用組合の概要 

 概要 

項目 内容 
 名称 君津信用組合 
 愛称 きみしん 
 代表者 理事長 宮澤 義夫 
 本店所在地 千葉県木更津市潮見3丁目3番地 
 創立 昭和37年5月17日 
 出資金 960百万円 
 役職員数 179名 
 組合員数 28,313人 
 預金 127,897百万円 
 貸出金 75,087百万円 
 事業内容 預金業務 融資業務 為替業務 その他代理業務 
 営業区域 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、市原市、館山市、

南房総市、鋸南町 
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２．前年度のモデル事業 
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 問題意識 

・モデル事業に応募する前から、属人化している定性面の評価方法を組織化（構造化）
したいと検討していたところ。以前から「できる者」と「できない者」のGAPに悩んでいた。人的
な差を埋められるツールとしたい。 
・現時点で、お客様と目線を合わせて話をするためのツールは無い。 
※現行業務において、融資の際には稟議書と意見書を提出している。企業の定性面（あ
るいは事業性）においては意見書に記載するようにしている。 

 成果 

・ロカベンシート（オリジナル）の構築 
・ロカベンシートの活用と検証 
・事業性評価の土台作り 

＜モデル事業後のアクション＞ 
・成果報告会を実施（3/9） 
・ロカベンスタートの通達を配信（4/14） 



３．モデル事業後の活動 
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 事業性理解に関する取り組み（ロカベンシートの活用による事業性理解） 

・前年度のモデル事業で構築したロカベンシートを活用し、事業性理解に努める 
・半期で1人1社、ロカベンを活用した対話を実践（全体で100社程度） 
・本部は審査部が途中経過を確認し、最終的には店舗評価会議にて協議を行う 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

本 

部 

現 

場 

通達（4/14） 

企業 
選定 

受領・評価 

途中 
提出 

指摘 
確認 

受領・評価 

途中 
提出 

指摘 
確認 

受領・最終評価 

最終 
提出 

評価 
受領 

支店評価に 
反映 

営業担当者 
半期で1人1社 

企業選定は 
現場に裁量 

途中経過を確認し、
進捗と内容を把握 

１回目 ２回目 ３回目 



３．モデル事業後の活動 
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 （参考）ロカベンシートの評価について 

・下表①～④の評価点はそれぞれ「０：全くやっていない ～ 5：大変よくできた」までの
点数を記入 
・半期で1人1先以上を作成 
・１人が２先以上提出した場合は、高い評価点の方を採用する 
・作成は支店担当者、評価は審査部が行い、店舗評価会議にて最終的な評価を行う 

支店名 ①商流 ②業務フロー ③沿革と見通し ④まとめ 得点 

－ 

仕入先・外注先の把握・
選択理由、販売先・消費
者からの選ばれている理
由を把握し、事業全体の
流れを捉えられている
か？ 

顧客提供価値を生み出
すための業務プロセスを
把握し、流れを捉えてい
るか？その中で顧客にど
のような価値を提供して
いるか？ 

「業績・環境」「出来事」
「理念・哲学」について過
去～現在、現在～将来の
流れを捉えられている
か？代表者の特徴・後継
者把握できているか？ 

①～③の流れを統括し、
当該企業の強みと課題、
今後の取り組みをまと
められているか？３回
以上の面談を実施した
か？ 

－ 

Ａ支店 ３ ３ ３ ２ １１ 

Ｂ支店 ２ １ ３ １ ７ 



３．モデル事業後の活動 
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 事業性理解に関する取り組み（審査会の取り組み方の変更） 

・審査会においてロカベンシートを活用した説明を導入 
・説明順を入れ替え、企業の事業性や強み・弱みの理解からスタートするように変更 
・従来は支店長による説明であったが、担当者による説明を推奨（支店長がサポート） 

財務評価 担保評価 定性情報 
（フリーフォーマット） 

定性情報 
（ロカベン） 財務評価 担保評価 

審査結果 

審査結果 

従来のやり方：支店長による説明 

現在のやり方：営業担当者による説明（支店長はサポート） 



３．モデル事業後の活動 
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 （参考）審査会の取組変更後の効果 

No. 業種 従業員 
規模 要望 結果 

1 Ａ社（経営者51歳・男性） 
整骨院・鍼灸院・デイサービス 42名 

地方銀行メイン先であるが、融
資の殆どが保証協会付融資で
ある。現在の割賦金が多く負担
に感じていた。多数の証書貸
付・返済額多額を改善したい。 

ロカベンでの事業性を評価し、プ
ロパー資金にて融資をまとめ、
毎月の返済額を軽減。運転資金
の抽出をはかり、資金繰りの安
定化を図った。 

2 Ｂ社（経営者37歳・男性） 
美容室を個人経営 2店舗 

11名 
（内パート
ナー5名） 

住宅ローンの申込の際、保証会
社でもある事前審査にて申込を
した。個人事業主ということで、
所得に関しては、安定していな
い為、過去3年分の平均を採用

し、事業資金での借入を加味し
た上での返済比率を算出するこ
とで、返済比率が高く取扱いが
出来ないという回答であった。 

返済比率が高く、住宅保証会社
に否決であった個人事業主に対
し、個人が経営する美容室での
事業性をローカルベンチマークで
評価し、プロパー住宅ローンを実
行した。 
通常、プロパーでの住宅ローン
では、申込者の既存取引状況や
資産背景、年収などで対応する
が、本人の事業を評価した上で
の若き経営者の住宅融資に結び
ついた。 



３．モデル事業後の活動 
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 （参考）審査会の取組変更後の効果 

No. 業種 従業員 
規模 要望 結果 

3 Ｃ社（経営者43歳・女性） 
旅館業 18名 

旅館の購入資金（叔父の会社
の債務整理） 
 

代取の親も旅館業を経営してお
り、自身も旅館業に従事。平成
24年に同社設立し、叔父が経営

するビジネス旅館が業況不振と
なった為、旅館を賃借し、同旅館
の事業の改善を開始する。 
5年が経過し財務状況も安定し、
現状のCFで返済も可能と判断し、

叔父の会社の債務整理の為に
売却することも重なり、購入する
ことになった。 



３．モデル事業後の活動 
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 取り組みの成果 

・若手のモチベーションが向上 
 →本来取り組みたかった仕事に近いためか、若手のモチベーションが向上している 
・顧客からの反応 
 →ロカベンを活用した対話により顧客の事業性を理解しようとする行動が、顧客から前向 
   きな反応を得られている。 
・融資残高への貢献 

 現状の課題 

・取組意識の向上 
 →通達により全支店へ指示したものの、支店により取組み状況にバラつきがある 
・現場の人材育成 
 →事業性理解のための対話の方法や経営への理解等が不十分である 
・本部の体制と人材育成 
 →本部審査部4名の体制で対応しているため、質・量ともに対応の限界がある 



４．企業へのフォロー状況 
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 雅善商事 

■前年度のモデル事業 

■モデル事業後の活動 
 

蕎麦屋 仕出 
サービス 蕎麦屋 仕出 

サービス 

佃煮 
製造・加工 ナマコ加工 

CLOSE 

NEW NEW 

運営がうまくいかない蕎麦屋、仕出サービスを閉め、木更津魚市場との関係性を活かした佃煮、ナマコの加工に移行 

ナマコ加工 
（特許保有） 

君津信用組合 

木更津商工会議所 

千葉県 

木更津魚市場 商談会（国内・海外） 

特許庁 
経営革新計画 

ナマコの安定供給 

つなぎ融資 

・しんくみ食の 
ビジネスマッチング展 
・しんきん食の商談会 
・FOODEX JAPAN 

紹介 

知財ビジネス評価書 

【課題】 ①選択と集中  ②商品企画者とのマッチング  ③地元支援機関や地域企業との連携 
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