
宮城県信用保証協会

平　成　30　年　度

年 度 経 営 計 画 の 評 価



(1)

(2) 期中管理・経営支援部門

(3)

(4)

保 証 部 門

回 収 部 門

そ の 他 間 接 部 門

　（ページ）

　 　１　業務環境及び業務運営方針

１８～２１

１５～１７

１～２

３～１０

　　 ４　決算概要について ２２

１１～１４

Ⅳ　財　務　計　画

Ⅴ　経 営 諸 比 率

２５

２６

２２　 　５　財務概要について

Ⅲ　収　支　計　画 ２４

Ⅱ　事　業　計　画

２２

２３

  　【外部評価委員会の意見等】

　 目　　　　　次

Ⅰ　平成３０年度計画の自己評価

　 　３　事業概況について ２２

　 　２　重点課題への取組状況及び自己評価



○　業務環境　

Ⅰ　平成３０年度計画の自己評価
宮城県信用保証協会

　１　業務環境及び業務運営方針

  平成３０年度の県内経済を振り返ると、生産活動はこのところ落ち着きが見られるものの、生産用・業務用機械が半導体製造装置を

中心に高水準で推移、個人消費も百貨店・スーパー販売が飲食料品を中心に堅調のほか、ドラッグストア販売が新規出店効果等により

前年を上回るなど回復傾向。雇用情勢は有効求人倍率が高水準で推移するなど改善しており、経済活動は総じて緩やかな回復がみられ

た。

　一方、復興需要のピークアウトや一部沿岸被災地域におけるインフラ整備の遅れ、事業再開を果たした企業においても、販路喪失や

　　・生産活動は、生産用・業務用機械が半導体メーカーの投資抑制の影響を受けながらも、高水準となった。

　　・住宅投資は、持家の着工減少などにより、５年連続の減少となった。

　　・公共投資は、県や国の発注工事が減少したことにより、公共工事請負金額が３年連続の減少となった。

原材料価格・人件費の高止まりに加え労働力及び後継者不足等、中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業者等」という。)を取り巻

く環境は、依然として厳しい状況にある。

 　 ・個人消費は、百貨店・スーパー販売額は２年ぶりの増加、乗用車新車登録・届出台数は２年連続の増加となった。

 　   ドラッグストア販売額は、４年連続の増加となった。

　　・雇用情勢は、有効求人倍率、新規求人倍率ともに、高水準で推移した。

　　・企業倒産は、件数は２年ぶり、負債総額は３年連続の増加となった。
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  機能を十分に発揮した付加価値サービスの提供に努める。　

宮城県信用保証協会

○　業務運営方針

　　宮城県の震災復興計画において、平成３０年度から３年間は「発展期」を迎え、県勢の発展に向けて戦略的な取組みを推進する動

  きが活発化してくる。その一方で、被災商工業者の約１５％が未だに復興途上の状況を踏まえ、震災の影響により事業に支障を来し

  ている中小企業者等への復興支援に努めるほか、業務環境等により経営に支障を来している中小企業者等へは、経営実態、特性を十

  分に配慮し、ライフステージの様々な局面で必要とする資金需要に対し迅速・的確に対応するとともに、県・市町村等関係機関が取

  り組む施策との連携を図り支援を拡充していく。

    また、平成３０年４月から施行する信用補完制度の改正内容を踏まえ、中小企業者等の経営改善・生産性向上を促すため、金融機

  関との対話をより一層推進し、連携体制を構築のうえ、適切なリスク分担に注力するほか、国家戦略特区保証制度等地方公共団体の

  融資制度の充実に対応するとともに、地方自治体や金融機関と協力し、各地域の特性を踏まえながら、創業や事業承継に関するセミ

  ナー開催により支援の充実を図る。更には、学生等幅広い層を対象とした説明会開催の取組みにより、地方創生に貢献していく。　

  災害に対するリスク管理の徹底に取組み、「信頼される協会」、「顔の見える協会」を目指し、より一層業務に邁進していく。
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    経営支援・再生支援については、今後、自主的な支援に向けた体制強化がより一層重要となることから、サポート会議の開催や外

  部専門家派遣事業及びよろず支援拠点等を積極的に活用し、中小企業者等の経営力の強化に取り組むほか協会自らがコーディネート

    回収については、担保や第三者保証のない求償権の累増により回収環境が厳しさを増す中、民法改正への対応に注視しつつ、初動

  の徹底により効果的な回収に努める。また、保証協会債権回収株式会社（サービサー）の活用により回収の合理化・効率化に努めて

　いく。　

    そのほか、財政基盤の強化及び業務の効率化、コンプライアンス態勢の推進、人材育成と広報の強化、システムへの不正防止等や



２　重点課題への取組状況及び自己評価

【(1)保証部門 】 宮城県信用保証協会

1　 政策保証への取組み 〔取組状況〕

　 　○　各種政策保証制度や「信用補完制度の見直し」により保証限度額が拡充された「創業関連保証」

　　「小口零細企業保証」及び新たに創設した「協調支援保証」「事業承継関連保証」等を説明会や研

　　修会などで周知し、中小企業者等の多用なニーズに即した提案による金融支援を行った。

　【広報・周知活動等】

　　・宮城県との共催による金融機関、関係機関向け金融制度説明会を5回開催　

　　　　参加者211名（前年度　235名）

　　・信用保証制度見直しに関する金融機関向け説明会を開催

　　　　県内本店7金融機関と8回開催　参加者315名（新規取組）

　　・県内本店金融機関保証業務担当者研修会を開催　　　　　参加者45名（前年度　41名）

　　・県信用組合協会主催融資担当者研修会参加（講師派遣）　参加者22名（前年度　18名）

　　・金融機関勉強会開催105回　（前年度　   47回）

　　・金融機関訪問970回　　　　（前年度　1,322回）

　　・市町村・商工会等訪問220回（前年度　  260回）　　　　　　　　　　　　　

　　・信用保証の手引き[第９版（最新版）]を発行し、信用保証事務手続きの周知に努めた。

　【資金繰り支援】

　　・全体保証承諾　　　　　　　　　 8,807件  100,675百万円（前年比109.8%）

　　・創業関連保証承諾　　    　  　   302件　  2,029百万円（前年比113.7%）

　　・小口零細企業保証承諾　  　 　　  959件　　3,975百万円（前年比163.0%）

　　・経営力強化保証承諾　       　　　568件　 12,789百万円（前年比111.4%）

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　　・東日本大震災復興緊急保証承諾　 　267件　  4,851百万円（前年比 85.1%）　

　　・宮城県がんばる資金保証承諾　　 　310件　  3,790百万円（前年比171.2%）　

　　・県・市町村制度承諾　         　7,059件　 82,125百万円（前年比111.8%）

　　・借換保証承諾　　　           　1,657件　 27,610百万円（前年比110.7%）

　　・宮城県富県宮城応援資金保証承諾　 　7件　  　156百万円（4月創設）　

　　・特定経営承継関連保証承諾  　　　　 2件　     32百万円（4月創設）

　　・協調支援保証承諾※    　　　　 　 36件　  1,147百万円（4月創設）※がんばる協調含む

　　・短期継続型保証（たんけい）承諾 　 73件　  1,031百万円（11月創設）

　

                                  〔自己評価〕

　　各種政策保証制度や拡充・創設された保証制度の周知に努め、中小企業者等の多様なニーズに応え

　る金融支援を行い、前年比１０９．８％の保証承諾増加に繋がった。全体の保証制度の８割を占める

　県・市町村の保証制度も前年比１１１．８％と増加している。

　　なお、今年度４月に創設した「宮城県富県宮城応援資金」の承諾は７件、事業承継関連の「特定経

　営承継関連保証」の承諾は２件の実績となった。また、１１月に創設した「短期継続型保証（たんけ

　い）」の承諾は、７３件と短期間ながら一定の成果を上げた。継続した広報活動により、制度の認知

　度アップを図る事が利用増加に繋がると考える。

　　今後も中小企業者等が置かれている経営環境に即した多様なニーズやライフステージに応じた資金

　需要を迅速・的確にとらえ、個々の実情に即した保証制度の提案を行っていく。
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重　点　課　題 取組状況及び自己評価



宮城県信用保証協会

２　新たな保証利用への取組み 〔取組状況〕

○　日本政策金融公庫及び各金融機関と連携し、創業制度の推進を図るほか、金融機関とともに地域の

　資金需要に迅速・的確に対応し、信用保証を通じた安定的な資金供給を行った。また、「創業等保証

　利用先数増加キャンペーン」の実施により、新規保証利用先の確保に努めた。

　　前年度に引き続き、県内本店５信用金庫女性職員を対象とした「信用金庫女性職員のための保証業

　務研修会」及び「仙台銀行女性職員のための保証業務研修会」を実施し、保証業務の習得と協会女性

　職員との交流の場を設けることにより金融機関職員に対する保証業務周知の底上げを図った。

　　市町村広報誌への協会業務内容の掲載（２４市町）のほか、今年度から新たに商工会・商工会議所

　の広報誌にも掲載を働きかけ５誌に掲載し、当協会の認知・知名度向上を図った。

　　・創業セミナー開催　　　　 　　 3回  参加者45名（前年度　3回　参加者32名）

　　・創業セミナー参加（講師派遣） 13回  県内12か所　参加者137名（前年度　12回　参加者119名）

　　【創業関連保証承諾　302件　2,029百万円（前年比113.7%）】

　　・信用金庫女性研修会開催　　　　1回  参加者20名（前年度　1回　参加者18名）

　　・仙台銀行女性研修会開催　　　　2回  参加者25名（前年度　1回　参加者17名）

○　今年度新たに創設した「宮城県富県宮城応援資金」「特定経営承継関連保証」「協調支援保証」　

　「短期継続型保証（たんけい）」の周知や提案に努めたほか、前年度に仙台市と連携して創設した国

　家戦略特別区域制度を利用した一般社団・財団法人向けの保証制度を通じて、５企業に必要な資金供

　給を行った。

　　・宮城県富県宮城応援資金保証承諾　 　7件　  　156百万円（4月創設）　

　　・特定経営承継関連保証承諾  　　　　 2件　     32百万円（4月創設）

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　　・協調支援保証承諾※    　　　　 　 36件　  1,147百万円（4月創設）※がんばる協調含む

　　・短期継続型保証（たんけい）承諾 　 73件　  1,031百万円（11月創設）

　　・仙台市社会起業家支援特区保証承諾　 6件　     62百万円（前年度　11件　113百万円）

　　・平成31年3月末　保証利用度　29.9% 　17,740企業（平成30年3月末　29.5% 18,178企業）

〔自己評価〕

　　上記記載の取組みを行ったが、従来からの低金利競争等の影響から保証利用企業者数は前年度末よ

　り４３８企業減少しており、創業者向けの保証利用取組強化や自治体制度融資で保証料補給等がある

　保証制度並びに新たに創設した保証制度等の提案により、保証利用促進に努めることが必要と考える。

３　中小企業者等の経営改善・生産性 〔取組状況〕

　向上の取組み ○　中小企業者等の経営改善・生産性向上を図るため、当協会が事務局となり「みやぎ中小企業支援ネ

　　 　ットワーク会議」を開催し、金融機関・関係機関等と情報共有化を図るとともに、中小企業者等の要

　　 　請により「サポート会議」を開催し、金融機関と企業との調整に努めた。

　　金融機関と当協会の本部部門の情報交換会や金融機関向け説明会・勉強会等により、「信用補完制

　度の見直し」による適切なリスク分担や各種保証制度の周知に努めた。また、金融機関と取引のない

　中小企業者等から金融相談を受けた際には、金融機関を紹介する等の取組みに努めた。　

　・みやぎ中小企業支援ネットワーク会議開催　 2回（前年度2回）   　　　　 

　・サポート会議開催　                     425回（前年度 366回）

　・信用補完制度の見直しに関する内部研修会　 3回

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　・金融機関本部役職員との情報交換会を開催　21回　県内に本店を有する10の金融機関

　　（前年度　3回 七十七銀行、仙台銀行、杜の都信用金庫）

　・信用補完制度の見直しに関する金融機関向け説明会を開催　8回（新規取組）

　・金融機関との勉強会を開催　105回（前年度　47回）

　・協調支援保証承諾　　　　　 36件　1,147百万円（4月創設）

　・金融機関紹介件数　　　      6件　うち保証承諾件数・金額　3件　18百万円　

〔自己評価〕

　　「みやぎ中小企業支援ネットワーク」を開催し、金融機関・関係機関と情報共有化を図るとともに

　「サポート会議」を開催し、金融機関と連携した中小企業者等の支援ができたと考える。また、金融

　機関との情報交換会や勉強会等により、取引状況やその推移、プロパー融資の実施方針や支援の方向

　性等について情報共有化が図られた。今後も連携をより一層深めていくことが中小企業者等の支援に

　繋ると考える。　

４　地方創生等への貢献を果たすための 〔取組状況〕

　取組み ○　地方創生等への貢献を果たすための取組みとして４つの取組みを実施した。

　（１）創業チャレンジを促すため地方自治体や関係機関、金融機関等と連携し創業セミナーを開催し

                                  　　　たほか、地方自治体や関係機関等が開催したセミナーに講師を派遣して、創業保証制度等の広報

　 　　　活動を行い、金融支援として創業関連保証承諾を行った。

　　 

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　　　・創業セミナーの開催　3回　参加者　45名　個別相談者　11名（岩沼市、気仙沼市、栗原市）

　　　（前年度　3回　参加者　32名　個別相談者　10名　岩沼市、気仙沼市、石巻市）

　　　・地方自治体等が開催した創業セミナーに参加（講師派遣）　13回　参加者　137名 県内12か所

　　　　で実施（仙台商工会議所、仙台市アシスタ、富谷市、塩釜市、多賀城市、石巻市、白石市、角

　　　　田市、柴田町、大河原町、加美町、利府町）

　　　（前年度　12回　参加者　119名　県内11か所で実施　仙台市アシスタほか）

　　　・創業関連保証承諾　302件　2,029百万円（前年比　113.7%）

　（２）事業承継を促すため地方自治体や関係機関、金融機関等と連携し事業承継セミナーを開催した

　　　ほか、地方自治体や関係機関等が開催したセミナーに講師を派遣して、事業承継保証制度等の広

　　　報活動を行い、金融支援として事業承継関連保証の一つである「特定経営承継関連保証」の承諾

　　　を行った。

　　　・事業承継セミナーの開催　4回　参加者　66名　個別相談者　7名（新規取組　塩釜市、大崎市、

　  　　登米市、角田市）　

　　　・仙台商工会議所が開催した事業承継セミナー参加（講師派遣）　参加者　33名（新規取組）

　　　・宮城県事業承継ネットワーク会議へ参加　2回（前年度　2回）

　　　・特定経営承継関連保証承諾　2件　32百万円（4月創設）

　（３）起業家教育や起業マインドの醸成を促すため、今年度新たに高校生向け出張授業（講師派遣）

　　　に取り組んだ。また、前年度に続き大学生、専門学校生向けの「創業・金融セミナー」を開催し、

　　　起業マインドの醸成を促し、併せて金融教育を行った。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　　　①高校生向け起業家教育の出張授業（講師派遣）　

      　・登米総合産業高等学校　　参加者　32名（新規取組）　

　　  　・一迫商業高等学校　　　　参加者　57名（新規取組）

　　　②大学生、専門学校生向け起業家教育　　

　　　　・宮城大学　　　　　　　　参加者　 3名（2年連続開催　前年度　81名）

　　　　・仙台ヘアメイク専門学校　参加者　97名（2年連続開催　前年度　35名）

　（４）前年度にスタートした仙台市社会起業家支援特区保証については、今年度も引き続き重点課題

　　　と考え、社会的課題に取組む一般社団・財団法人へ必要な金融支援を実施した。

　　　・仙台市社会起業家支援特区保証承諾　6件　62百万円（前年度　11件　113百万円）

〔自己評価〕

　　昨年度に続き県内３か所で創業セミナーを開催し、創業予定者や創業間もない中小企業者等に対し

　て、創業準備から開業までの流れや創業関連保証制度等の周知を図った。また、地方自治体等が開催

　した創業セミナーにも講師派遣し、創業関連保証制度等の周知に努めたことが、創業関連保証承諾の

　増加（前年比１１３．７％）に繋がったものと考える。

　　事業承継については、当協会として今年度から開始した事業承継セミナーでは、今後の事業運営や

　事業承継に対する不安等のある中小企業者等に対して、後継者問題や事業承継の際のポイント及び事

　業承継関連保証制度の周知に努めた。事業承継にはさまざまな諸問題等があり解決まで時間を要する

　など申込み増加とはなっていないが、今後も中小企業者等や金融機関・関係機関に対して広報活動を

　継続して行い、制度の認知度を広めていくことが必要と考える。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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　　当協会として今年度開始したもう一つの試みである高校生向け出張授業や継続して開催している大

　学生、専門学校生向けのセミナーでは、今後起こり得る金融トラブルや創業の現状、事前準備につい

　て説明を行った。これにより、金融教育、起業マインドの醸成に役立てたものと考える。

　　国の特区制度を活用し仙台市と連携して昨年スタートした仙台市社会起業家支援特区保証について

　は、今年度６件の保証承諾実績となっており、引き続き金融機関や関係機関に対して広報活動を継続

　して行い制度の認知度を広めていくことが必要と考える。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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【(2)期中管理・経営支援部門】 宮城県信用保証協会

１　金融機関、関係機関と連携した経営 〔取組状況〕

　支援への取組み ○　当協会を事務局とする「みやぎ中小企業支援ネットワーク会議」「サポート会議」を実施した。

　・みやぎ中小企業支援ネットワーク会議開催　2回（前年度2回）   　　　　 

　・サポート会議開催　   425回（前年度 366回）

○　国の経営支援強化促進補助事業を活用した外部専門家派遣事業の取組みに努めた。

　・外部専門家派遣企業　43企業（前年度33企業）

○　経営改善計画策定の費用負担軽減を図るため、企業が自己負担する費用の一部補助を行った。

　・補助企業　  31企業（前年度15企業）　

  ・補助金額 7,272千円（前年比219.4%）

○　企業の実態及び支援方針等の確認のため、企業並びに金融機関への訪問を実施した。

　・企業訪問      578回（前年度  592回）

　・金融機関訪問　970回（前年度1,322回）

○　経営者保証ガイドラインの適切な運用と周知に努めた。

　・法人で経営者の保証を不要とした実績　28件（BK連携型21件、担保型1件、財務型1件、その他5件）

○　大口保証利用先（条件変更未実施企業で保証残高８０，０００千円以上の法人）で、財務内容が悪

　化している企業に対し当協会の中小企業診断士を活用した企業訪問や外部専門家派遣を行った。

　・総抽出企業　　73企業　　　　

　・訪問実施企業　22企業（内、外部専門家派遣事業実施企業　2企業）

○　中小企業経営診断システム（略称：ＭｃＳＳ）を活用した診断サービスの提供を行った。　

　・経営診断報告書提供企業　17企業（前年度9企業）　　　　

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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〔自己評価〕

 中小企業者等の側面支援として「みやぎ中小企業支援ネットワーク会議」を主催し、東北財務局、

　東北経済産業局、宮城県、商工団体、金融機関と経営支援に関する情報の交換・共有化を図っており

　緊密な関係を構築しているほか、個社支援としては、業況低迷にある企業に対してサポート会議を開

　催し、金融機関と企業との調整に努めたほか、中小企業経営診断システム（略称：ＭｃＳＳ）を活用

　のうえ、企業の安全性、成長性などを分析し、経営上の課題解決へ向けたアドバイスに努めた。

　　大口保証利用先については、当協会の中小企業診断士が企業を訪問し、専門的支援が必要な先に対

　しては、外部専門家派遣を活用するなどのサポートを行った。

　　今後も金融機関・関係機関との対話を通し、外部専門家派遣事業などの経営支援策をより一層推進

　するとともに、協会自らもコーディネート機能を十分に発揮した付加価値サービスを提供していくこ

　とが必要と考える。

２　期中支援・期中管理への取組み 〔取組状況〕

○　創業保証利用先に対しての金融機関・関係機関と連携した期中支援（開業後１か月、６か月、１年

　（必要に応じ）経過後に企業訪問等）に努めた。

　・創業フォローアップ企業    104企業（前年度    132企業）

○　条件変更先に対して金融正常化を促進する期中支援に努めた。

　・条件変更企業数（年度末）1,409企業（前年度末1,557企業）　　　　
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○　条件変更（返済緩和）等を繰り返し、経営の安定に支障が生じている企業の経営改善を促進する期

　中支援に努めた。

　・支援企業数　　　　　　　　　　　　449企業（前年度586企業）  　

　・抽出条件 　直近２年度において、連続して条件変更を行っている企業

　・期中支援の要請　 サポート会議開催　86企業（前年度67企業）  　

　・経営改善計画書作成　　 　          17企業（前年度 5企業）

　・外部専門家派遣事業の活用            8企業（前年度18企業）

〔自己評価〕

　　創業関連保証利用先に対しては、フォローアップ訪問のうえ事業計画の進捗状況等を確認し、実態

　に即したアドバイスを行ったほか、経営改善等に係る専門的支援が必要と判断した場合は、よろず支

　援拠点等関係機関との連携による期中支援に努めた。

　　条件変更先に対しては、金融正常化を促進すべく、当協会で対応可能な期中支援を実施した結果、

　条件変更先数は１４８企業減少した。また、条件変更先で抽出した支援企業（４４９企業）に対して

　は事業者の業況、金融機関の支援スタンスを確認のうえ、サポート会議の開催や経営改善計画書作成

　及び外部専門家派遣等の期中支援要請を行った。

　　中小企業者等を取巻く環境は依然として厳しい状況にあり、大口の事故も増加傾向にあることから

　引き続き個々の実情に応じたきめ細やかな期中支援を継続して行い、金融機関・関係機関との連携を

　一層強化し事故の未然防止に努め、代位弁済の抑制を図ることが必要と考える。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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３　事業再生支援への取組み 〔取組状況〕

○　東日本大震災の被災により二重債務となっている中小企業者等に対しての再生支援に努めた。

　 　・債権買取支援決定企業　      3企業（前年度3企業）

　・エグジットファイナンス企業　7企業（前年度1企業）

○　宮城県中小企業再生支援協議会との連携による再生支援に努めた。

　・繰越企業　10企業（前年度8企業）　　新規企業　31企業（前年度32企業）

　・求償権消滅保証実施企業　1企業　保証金額13百万円（前年度1企業　保証金額60百万円）

○　株式会社地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）との連携による再生支援に努めた。

　・特定支援業務（第二会社方式）実施企業　1企業（前年度1企業）

〔自己評価〕

　　震災関連の債権買取支援取組開始から８年が経過し、エグジットやリスケジュール等の相談が増え

　ている。相談先は沿岸部である石巻・気仙沼地域が多く、業況下振れ先も多いことから、これまでも

　行っていた各支援機関との情報交換（モニタリング先の情報共有）を継続し、金融機関も含め、より

　一層連携を図り、金融支援に繋げていきたい。

　　また、求償権先で事業再生の可能性がある企業については、金融機関・関係機関と連携し、求償権

　消滅保証により正常化を図るなどの取組みに努めた。

　　今後も再生途上にある企業の道筋を確かなものとすべく、積極的に再生支援に取り組むことが必要

　と考える。
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【(3)回収部門 】 宮城県信用保証協会

１　債務者等の実態把握への取組み 〔取組状況〕

○　求償権債務者及び連帯保証人等の実態把握については、継続して住所・資産・相続人等の調査を行

　うとともに、訪問・電話による督促に努めた。また、調査の結果、回収見込みのない先は管理事務停

　止・求償権整理手続に努めた。

　　・訪問督促回数　　　　　　　　　　　　　　863回（前年比 92.5%）

　　・一部弁済による連帯保証債務免除件数　　　 19件（前年比105.6%）

　　・管理事務停止件数　　　　　　　　　　　　499件（前年比122.9%）

　　・求償権整理件数　　　　　　　　　　　　　509件（前年比127.9%）

　　・求償権消滅保証による金融の正常化　　　　　1件（前年比100.0%）

〔自己評価〕

　　弁護士委任等による債務整理や自己破産の増加及び、回収見込みのない先の管理事務停止と求償権

　整理手続きを進めていること、並びに既存求償権先への訪問督促も一巡してきていることから、訪問

　督促回数は減少となった。また、効率性を重視した回収手法として、連帯保証人の実態把握に基づく

　「一部弁済による連帯保証債務免除」の促進に取り組んだ結果、免除件数は増加となった。また、事

　業を継続している債務者のうち、業績が向上し金融機関の支援もある先に対しては、十分な実態把握

　の上で求償権消滅保証を提案し、債務者の金融の正常化に結び付けることができた。

　　引き続き代位弁済後の初動調査と既存債務者等の実態把握を進め、新たな回収の機会を捉えて効率

　的な回収に繋げることが必要と考える。　

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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２　有担保求償権の回収への取組み 〔取組状況〕

○　有担保求償権については継続的に担保物件の現状把握を行い任意処分の促進に努めた。また、任意

　処分の困難なものや、支払誠意のない先については競売申立を行った。

    ・担保物件調査　　　 　 　　　　 　105件（前年比172.1%）

　　・任意処分による回収　　          　78件（前年比 71.6%） 364百万円（前年比 77.1%）

　　・任意競売申立　　　 　　　　　　 　14件（前年比 77.8%）

〔自己評価〕

　　担保を徴求をしない保証が浸透しており、新規代位弁済の有担保案件も減少している。また、仙台

　市とその近隣以外の地域では、換価性の低さから不動産市況は低迷している。これらの状況を踏まえ

　て、より一層徹底した担保物件の現状把握により、早期に回収方針を決定し迅速な担保処分を行い、

  回収増加に繋げることが必要と考える。

３　無担保求償権の回収への取組み 〔取組状況〕

○　保証協会債権回収株式会社（サービサー）を有効活用し、回収業務の合理化・効率化に努めた。

    ・委託企業数（件数）　　　　　　　　　2,306企業（  　4,184件）

    ・求償金等請求訴訟件数（請求金額） 　  　  92件（1,518百万円）　　

　　・回収計画額（回収額）　　　　　　　　500百万円（　293百万円）
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〔自己評価〕

    原則として、無担保求償権を保証協会債権回収株式会社（サービサー）に委託することにより、回

　収業務の合理化・効率化を図りながら、支払誠意のない先に対しては求償金等請求訴訟申立等の法的

　手続を行い、督促強化に努めたが、債務者等の高齢化や生活困窮等から回収計画額未達となった。

　　今後も回収環境はますます厳しくなることが予想されるため、引き続き債務者等の実態把握を継続

　して行うとともに、代位弁済後の回収手続の早期着手や回収財源の掘り起こしに努めることが必要と

　考える。
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【(4)その他間接部門 】 宮城県信用保証協会

１　コンプライアンス態勢の推進 〔取組状況〕

○　職員のコンプライアンスに対する意識の浸透を図るため、年度当初策定の計画に基づく各種取組み

　を実施。支店長会議や内部の会議・研修等において、職員の意識醸成に向け、コンプライアンスの重

　要性について繰り返し周知徹底を図ったほか、書面調査や役員ヒアリング等により、コンプライアン

　スの浸透状況の把握にも努めた。　

　　そのほか、賛助会に入会している「宮城県暴力団追放推進センター」から講師を招き、反社会的勢

  力との関係遮断に関する講義を受講するなど、関係機関との更なる連携強化にも取り組んだ。

〔自己評価〕

　　法令等の遵守について周知徹底を図ったほか、コンプライアンスに関する書面及びヒアリング調査

　の結果、役職員による不正等の問題はなかったが、不注意から郵便物の誤送付による特定個人情報の

　漏えい事案が発生しており、日頃からコンプライアンスに関する周知を継続していくことが欠かせな

　いものと認識している。

　　このことから、改めて、職員一人一人に対するコンプライアンスの周知徹底及び意識の醸成を図る

　ことが重要であり、今後も形骸化しないよう工夫した取組みを繰り返していくことが必要と考える。

２　人材育成の充実・強化等への取組み 〔取組状況〕

○　若手職員を中心に基礎能力向上を目的とした基本業務研修、各担当職務に必要な専門知識習得を目

　指す部門別研修など、階層や職能に合わせた各種の内部研修を実施したほか、全国信用保証協会連合

　会などの関係機関が主催する外部研修の受講や信用調査検定受験の推進を図った。また、新たにＯＪ

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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　Ｔ体制の仕組みを構築するとともに、その一環として新入職員を育成する「チューター制度」の導入

　に取り組んだ。

　　そのほか、中小企業診断士の増強を目的に策定している「中小企業診断士３倍増５か年計画」に基

　づき、資格取得の促進にも努めた。

〔自己評価〕

　　内外の研修受講により業務に必要な知識の習得が図られ、また、中小企業診断士の育成においては

　今年度は１名が資格を取得したほか、２名が１次試験に合格するなど、概ね計画どおりに進んでいる

　と受け止めている。（中小企業診断士資格取得者は合計８名）

　　経営支援が協会業務として法律上に明記され、求められる役割や業務の重要性が増している中、中

　小企業等の多様なニーズに対応できる職員を育成すべく、引き続き出来るだけ多くの職員に研修など

　の機会を設けるなどの取組みが必要と考える。

３　財政基盤の強化及び業務の効率化 〔取組状況〕

　　への取組み ○　長引く低金利状況において、運用収入の減少を抑えるべく、従来の公共債に加え、比較的利回りの

　高い社債(電力債２０億円)を新たに購入し、効率的な資金運用にて財政基盤の強化に努めた。

○　業務の効率化や執務室内のスペースの有効活用を目的に、業務文書の電子化によるペーパーレスを

　促進するため、「文書電子化運用検討委員会」を立ち上げ、システム導入の検討及び運用にかかるル

　ールを整備した。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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〔自己評価〕　　

　　低金利の状況が続く状況下において、今後とも中長期的な視点に立ち、安全性及び効率性に配慮の

　上、金利情勢や購入する債権の銘柄・期間・金額などの見直しを適宜行い、少しでも財政基盤の強化

　に繋げていくことが必要と考える。

　　業務文書の電子化については、電子化作業の円滑な推進に努めるとともに、対象文書の拡大に向け

　引き続き検討していくことが必要と考える。

４　リスク管理の徹底への取組み 〔取組状況〕

○　システムリスクに対しては、システムの障害発生防止のため、ハード及びソフト面のメンテナンス

　等を日常的に行った他、情報セキュリティーの確保のため、不正利用や情報漏洩等の防止の対策に努

　めた。また、システムの安定的な運用を図るため、ＣＯＭＭＯＮシステムの参加協会で構成される連

　絡会に出席しシステム改修等の情報収集を行った。さらに、当該システムを運営する保証協会システ

　ムセンター株式会社（以下「システムセンター」という。）が主催する研修会に参加し、システム運

　用に関する必要な知識の習得に努めた。

○　災害発生等による危機リスクに対しては、「事業継続計画」に基づき全部署において緊急時におけ

　る対策本部・拠点組織の組成確認や緊急連絡網及び安否確認方法などの実地訓練を継続的に実施した

　ほか、災害時を想定した緊急パソコンによる業務の手作業ルールを整備し、その訓練も行った。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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〔自己評価〕

　　システムリスクについては、日常のメンテナンスや各種のセキュリティー対策の実施により、シス

　テムの障害や不正利用・情報漏洩等の発生は防がれているが、日々変化する環境に対応していくべく

　常に新しい情報を収集し、当該の取組みを継続していくことが重要と考える。また、システムセンタ

　ーとの連携を図り、システムの安定運用や職員のスキルアップに努めていくことが必要と考える。

　　災害発生等に対する危機リスクに対しては、上記の取組みにより、職員全員に対し事業継続計画や

　業務の手作業ルールの浸透に努めているが、緊急時に迅速かつ確実に適切な行動が取れるよう、継続

　した研修や訓練が必要と考える。

５　広報の強化への取組み 〔取組状況〕

○　県内の市町村や商工会が発行する広報誌に加え、今年度リニューアルした当協会のホームページに

　より、保証制度や経営支援施策のほか、各種のセミナーや説明会等の開催情報や参加募集等をタイム

　ムリーに掲載し、周知を行った。また、今年度は復興支援の趣旨に賛同し「東北・みやぎ復興マラソ

　ン」に協賛し、テレビのスポットＣＭにて保証協会の認知度向上に努めた。

　　また、創立７０周年を迎え、関係機関向けに記念誌を発刊した。

〔自己評価〕

　　ホームページは「情報の探しやすさ」や「タイムリーな情報提供」を主眼にリニューアルし、情報

　の発信力は向上したと考える。今後もホームページを中心に、中小企業者や関係機関に役立つ情報を

　迅速に提供し、保証協会の認知度向上に努めていくことが必要と考える。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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　回収は、１４億４百万円で、年度計画２０億円に対し７０．２％と目標を下回り、前年比でも７９．０％と低調な結果となった。

　有担保求償権・第三者保証人の減少、債務者等の高齢化など回収環境はますます厳しい状況となっており、個々の資産・生活状況の正確

な把握を行い、効率的な回収に努めることが必要であると考えている。

基盤の強化を図ることができた。
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るなど、前年比では１２３．２％と増加しており、引き続き期中管理や経営支援の強化が必要と認識している。

　４　決算概要について

　求償権の回収は計画を下回ったものの、保証承諾が増加したこと及び代位弁済が計画内に収まったことなどにより、収支差額は２億４８

百万円を計上することができた。

　５　財務概要について

　収支差額２億４８百万円のうち、１億２４百万円を「基本財産」に繰り入れすることで基本財産総額は２４９億９６百万円となり、財政

とともに、その他の中小企業者等の方々に対しても、昨年４月から実施された「信用補完制度の見直し」の趣旨も踏まえ、金融機関及び県

・市町村等関係機関との連携を図りながら、中小企業のライフステージの様々な局面で必要となる資金需要の対応に努めた。

　このような中、保証承諾は、中小企業のライフステージに応じた資金需要に的確に対応したことなどから、計画比１０６.０％、前年比

１０９．８％の１，００６億７５百万円と４年ぶりに１，０００億円を超えることができた。保証債務残高は、保証承諾が伸長したことか

ら、計画比１０１．７％と上回ったが、震災関連保証等の償還が進んでおり、前年比９５．０％の２，６６４億１５百万円と減少した。

　代位弁済については、５６億５５百万円となり、年度計画６０億円に対し９４．３％と計画内に収まったが、不況型の倒産も増えつつあ

宮城県信用保証協会

　３　事業概況について

　平成３０年度は宮城県復興計画における発展期となり、引き続き東日本大震災により被災された事業者の方々の復旧・復興支援を進める
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　一方、復興は着実に進んでいると感じられるが、未だ再建途上にある先や、販路喪失等様々な課題を抱えている事業者もあり、引き続き

支援に努められたい。

　昨年４月から実施された「信用補完制度の見直し」については、その趣旨を踏まえ、中小企業者の経営改善や生産性向上の促進に向け、

金融機関との連携体制を強化の上、適切なリスク分担等に着手してきたほか、創業や事業承継等、中小企業者のライフステージにおける

様々な局面で必要とする多様な資金需要へも努めてきている。

　【外部評価委員会の意見等】

　東日本大震災以降、一貫して被災した事業者の復旧・復興に向け、資金繰り等の支援に尽力してきたことが窺える。

定・正常化への取組みは一応評価できるが、新たな業務として「経営支援業務」が追加されたことを踏まえ、協会自らもコーディネート機

　なお、事業承継については、事業引継ぎ支援センターや他県協会等との情報共有により、企業間調整及び提言に努めていくことが必要と

れたい。

能を発揮するなど支援の強化に努めていくことが必要と考える。

　そのほか、引き続きコンプライアンス態勢の充実・強化により、経営の透明性及び健全性を確保し、対外的な協会の信頼の維持に努めら

考える。

　加えて、学生など幅広い層を対象とした説明会等により、起業マインドの醸成を図るなど地方創生にも貢献すべく取り組んできたことが

認められる。

　引き続き、見直しの趣旨に沿って各取組みを進展及び充実させていくことが、今後の課題と考える。

　経営支援・再生支援については、金融機関との連携による「サポート会議」や「外部専門家派遣事業」の活用等、中小企業者の経営の安


