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Ⅰ　営業活動における各種の取組み

現状と課題
◎預金は信頼の証、貸出金は貢献の証

　「事業性融資の推進」は、多くの信用金庫における恒常的な課題です。
　信用金庫によっては、「（営業地区における）預金は信頼の証、貸出金は貢献
の証」といった考えがあり、事業性融資をはじめとする貸出金残高の低迷は、
信用金庫の収益基盤を弱めるだけでなく、信用金庫としての地域におけるアイ
デンティティを弱めることになると感じています。しかし、貸出金残高を増加
させるためには、複合的なアプローチが必要となり、各種の取組み（経営全体
の合理化、計算された店舗戦略、職員の提案力、効率的な審査体制等）に裏打
ちされた組織としての総合力が、最終的に “貸出金残高 ”等の形で現れること
になります。
◎役職員一丸で“成功ストーリー”を

　したがって、目先の施策をひとつ二つ実施しただけで、ただちに大きな成果
（貸出金残高の大幅な増加）を期待することには無理があります。貸出金残高
の増強に向けた “成功までのストーリー ”を金庫内で考えて、各方面で組織の
総合力を高める取組みを役職員が一丸となって着実に実行していくことが必要
でしょう。
　事業性融資に関しては、事業会社の経営状況も余裕がなくなってきており、
昔のような「足しげく通っていれば、人情が通じて借りてくれる」という古き
良き時代ではなくなっています。
　こうした環境下、各信用金庫においては、事業会社に対して各種の有意義な
提案や情報提供等を行っていくことで、先方の本業に役立ったり、あるいは資
金ニーズの喚起を促し、融資取引に結びつけていくことが求められています。

第1章 事業性融資の推進

　自金庫の方向性（リレバン型・薄利多売型等）を明確にして融資推進に活かす
　営業体制の再確認と「現場の声」から見る多彩な事業性融資の各種推進策とは
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第１章　事業性融資の推進

改善のヒント
１．事業性融資の推進方針

◎自金庫の融資の推進の方向性は？

　各信用金庫における事業性融資の推進の方向性は、おおよそ以下の 3種類の
考え方の中から選択されているのではないでしょうか。
　第１は、「課題解決型営業に徹すれば、結果（貸出金残高等）は後から自然
についてくる」という考え方です。これは、取引先企業が抱える経営課題の解
決を支援しながら、手間と時間をかけて囲い込みを図る考え方であり、「農耕
型」、「リレバン型」といえるかも知れません。こうしたスタンスの信用金庫で
は、すべての与信先事業所の経営課題を個社別に洗い出し、営業店が管理する
シート（SWOT 分析表等）に記載した上で、本部と営業店が一体となって課
題解決に向けた支援を行っていたりします。
　第２は、「銀行並みの低金利でも良いので、とにかく融資先を見つける」と
いう考え方で、これは「狩猟型」、「薄利多売型」といえるでしょう。ただし、
金庫として低金利融資を中長期的にも継続できるか否か、自金庫の経営体力や
コスト構造を十分に考慮しておかなければなりません。
　第３は、中間型で「両者をバランスよく保つ」考え方で、企業側のニーズによっ
て、「課題解決型営業」と「低金利融資」を使い分ける方法です。数の上では、
最も多くの信用金庫が該当すると思われます。
◎「リレバン型」と「薄利多売型」のメリット・デメリット

　これら「リレバン型」、「薄利多売型」にはそれぞれに長所と短所があります。
　たとえば、営業担当者の反応も、最初の「リレバン型」であれば「２－６－
２の法則（営業担当者の質を上位－中位－下位に分けた場合の割合）」におけ
る “上位２割 ”は、本部が作成した情報提供ツールをフル活用しながら「お客
さまの相談にも前向きに取り組めて、自分自身も成長できて最高だ」と感じる
ことができる一方で、下位２割は金庫の方針についていけずに脱落することも
あるようです。
　逆に次の「薄利多売型」では “脱落する営業担当者 ”は発生しませんが、銀
行との差別化が見えにくくなったり、「金利を下げれば良い」という安易な考
え方が庫内に蔓延するおそれもあることから、各金庫の実情に合った施策を選
択しなければなりません。両者の中間となる金庫が多いゆえんでしょう。
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第１章　事業性融資の推進

現場の声

●経営悪化期の悪循環
　経営状況が厳しくなった中小企業の
社長を見ていると、“あそこに頼みこ
んで仕事をもらってこよう ”といった
近視眼的な意識ばかりが先行してしま
い、リストラなど抜本的な経営課題の
解決に踏み込まないことが多い。この
タイプの経営者は、利益にならない仕
事とわかっていても、目先の仕事が欲
しいために採算の合わない仕事を引き
受けてしまい、これを繰り返すうちに、
徐々に経営体力が失われ、最終的に会
社が倒産に至ることもある。
　こうしたお願いセールスに頼る状況
は、当金庫自身の経営においても避け
なければならない。
●お願いセールスよりもリレバン型営業
　たとえば、信用金庫の営業担当者
が、お客さまに「お金を借りてくださ
い」と平身低頭でお願いしてしまうと、
「借りても良いけど、金利はいくらな
の？」と必ず聞かれることになる。そ
うなると、金利引下げの話になるため、
“お願いセールス ”は、成約できても
低収益の融資となりやすい。そう考え
ると、信用金庫においては、経営上の
色々な相談に乗りつつ、経営課題に対
する解決策を社長と一緒に考えていく

“リレバン型の営業 ”のほうが適して
いる。「こうした設備を入れれば、こ
う変わりますね」、「そのためには、こ
の程度は資金が必要になりますね」と
いったやり取りを積み重ねることがで
きれば、金利交渉をする前に融資の話
をまとめることができる。
●お客さまには“貸し”をつくる
　もちろん、ふだんの資金繰りや少額
の融資では当金庫を利用しても、大型
の設備資金等になると、（金利の低い）
メガバンクを利用する会社等もあるだ
ろう。その場合でも社長への “貸し ”
という気持ちをもっておけば良いので
ある。お客さまに対しては “いつか信
用金庫に借りを返さなきゃな ”と思っ
て頂けるような信頼関係をつくってお
くことが大切である。
　優秀な営業担当者は、具体的な提案
に入る前に十分な “貸し ”をつくり信
頼関係を築いておくことで、提案の下
地を整えていることが多い。逆に、未
熟な営業担当者は、こうした世の中の
法則に気がつかずに、提案が失敗して
から「何が原因なのだろう？」と悩ん
だりするものである。

信用金庫　営業推進部門　から

信用金庫の“リレーションシップバンキング”事例 2



138

Ⅱ　営業推進に向けた組織体制

第１ステップ
a

b

c

d

e

f
g

h

業務内容／勤続年数 10年目9年目8年目7年目6年目5年目4年目3年目2年目1年目

第２ステップ

第３ステップ

第４ステップ

第５ステップ

・オペレーション
　（実行・回収・条件変更）
・契約書や書類の記入、伝票整理等
・融資事務①
　（実行・条件変更にかかる書類の準備）
・決算書財務修正・分析
・信用格付

・融資事務②
　（融資案件副担当、稟議書（担当所見）等の作成）

・融資窓口
・a～f 全般
・後輩指導

　職員によっては、「現在の担当
業務を継続したい」と希望し、
次のステップに進まない職員も
いる。

手形割引、手形貸付、消費性ローン、保証協会付保

事業性融資（小口案件から大口案件へ）

受付から相談業務まで幅広く担当

主に新入職員の指導

【各ステップの主な業務内容は以下のとおり】
《第１ステップ》一般的な融資事務をマスターする
《第２ステップ》決算書の財務修正・分析を担当する
　　　　　　　　（多くの女性職員がこれに慣れるまで時間がかかると聞きます）
《第３ステップ》信用格付や自己査定の担当のほか、上司と顧客が融資案件の折衝を行う際に
　　　　　　　　副担当者として同席
《第４ステップ》融資窓口に座る。初めは先輩の後ろで折衝方法を学びつつ、徐々に１人立ちする
《第５ステップ》融資係のリーダーとして、全般的な業務や若手職員への指導を行う
　※男性職員の場合…１年目出納係、２年目融資窓口、３年目渉外係という配属が一般的

【同支店の女性スタッフの活躍例】
●入庫 10年目／主任：既婚（子供１人）
　メイン業務は信用格付・自己査定だが、業務習熟度は“第５ステップ”であり、主任
として臨機応変にさまざまな業務をこなす。
　後輩指導も担当し、窓口係となった男性新入職員には、手本を見せながら、「あなたが
できなければ私が代わりに窓口に座るから」と叱咤激励している。若手職員の事務の進
捗管理も行っており、上司からの信頼も厚いリーダー的存在である。
　子供が体調を崩し、早退・欠席することがあるが、「周囲に迷惑をかけている分、勤務
時間内はしっかり仕事をする」という信念で業務に携わる。
●入庫５年目：一般職員
　業務習熟度は“第５ステップ”に達しており、主任同様、さまざまな業務をこなし、
後輩指導も担当している。
　入庫当初、預金係に配属となったが、「融資業務を担当したい」と支店長に直談判し、
１年目下期より融資係に所属している。金庫内で必須とされている資格試験や通信講座
を利用して学習しており、業務知識も豊富である。とくに稟議書作成に定評があり、営
業係から担当者所見の下書きを依頼されることもある。
●入庫３年目：一般職員
　習熟度は“第１ステップ”であるが、閑散日は、主任の指導の下、“ステップ２”に挑戦
中。先輩職員たちが、容易に財務分析を行うので、「何で私はできないのか？」と頭を
悩ませている。
　しかしながら、「オペレーションはそろそろ飽きてきた。先輩をお手本にして次のステッ
プに進みたい」と意欲を燃やす。

【図表−10】　ある信用金庫営業店の女性融資係のキャリアモデルと活躍例
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