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経営理念

　当金庫は、昭和24年の創立以来、皆様の最も身近な金融機関として歩んでまいりました。当
金庫は、役職員一致協力して経営基盤の強化と健全経営に努め、地域に密着した金融機関とし
て、皆様のお役に立てるよう一層の経営努力を続けてまいります。

● 常に健全経営を堅持して社会的信用を高め、事業の永遠の発展に努めます。

● 地域社会の繁栄と振興のため、貯蓄の増強と積極的融資に不断の努力を傾注します。

● 信用金庫事業の特殊性をよく認識して、その特色を充分に発揮します。

● 職員の生活安定と執務条件の改善整備に努め、役職員の一体感ある人間関係の確立を図り
ます。

● 職員の創意を尊重し、人材の登用と資質の向上を図り、志気を発揚して総合的な運営を行い
ます。

　当金庫は、地域の中小零細企業、地域住民の金融の円滑化を図ることがその使命であること
を強く自覚し、地域密着の一層の徹底や小口多数取引を重視し､非価格サービスを含めた顧客
の幅広いニーズに応える積極かつ堅実な経営を行います。

経営理念

「地域経済の健全な発展と豊かな暮らしの実現」

経営方針

経営姿勢



2 3

信用金庫の特性について

　株式会社組織である銀行は、金融機関としての公共性が求められる反面、収益性の面では株主の利益が優先され
ます。一方、協同組織の金融機関である信用金庫は、会員の利益が優先されます。また、信用金庫は、限られた地域の
中小企業や個人の方々による協同組織（会員制）の金融機関であると同時に、地域の会員外の方々からも自由にお金
を預かることができますので、地域社会全体への貢献が強く求められる、より公共性の強い金融機関であるというこ
とができます。

　資産の健全性を高めていくことは、「地域社会の発展に貢献する」という社会的使命を安定的に果たしていくた
め、欠かすことのできない重要な経営課題のひとつとして認識し、積極的な取り組みを進めております。しかし、信用
金庫の融資業務の特徴は、収益性のみを追求した「選別融資」ではなく、会員である地域の中小企業や個人の皆様
を対象として、融資の機会の平等を原則に「小口多数取引に徹する」ことにあります。当金庫では、こうした信用金庫
ならではの特性を踏まえ、地域中小企業の皆様が抱えている特性に十分配慮しながら融資業務を行い、地域社会の
発展に努めております。

　金融機関は高い公共性を有しております。当金庫においては、地域金融機関としての社会的使命を自覚するととも
に、企業倫理の高揚と法令等の厳格な遵守により社会的責任を果たし地域の負託に応え、経営の健全性と透明性に
も配慮し信頼性確保に努めております。
　当金庫では、コンプライアンスを経営の重要課題のひとつとして位置付け、コンプライアンス態勢の構築に取り組
んでおります。役職員の行動規範として「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、また、各種研修により信頼される
信用金庫人の育成に努めております。
　今後も役職員一人ひとりの倫理観の確立に努めるとともに、組織･制度上の態勢の整備に取り組んでまいります。

　個人のプライバシーに関する権利と利益を保護するために平成17年4月1日から「個人情報の保護に関する法律」
が施行されております。
　この法律は、金融機関を含む多くの事業者に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの）について、取得、管理、利用、第三者
提供につき、利用目的の特定、安全管理措置、開示、利用停止等の義務を課すものです。
　当金庫では、お客様の個人情報に関する事項について、その利用目的等を個人情報保護宣言（プライバシーポリ
シー）として公表するとともに、「個人情報の保護に関する法律」およびその他関連法令等に基づき個人情報の保護
に努めております。

信用金庫と銀行の違い

金融機関の不良債権問題に対する考え方

コンプライアンス（法令遵守）態勢

個人情報保護について
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経営理念

　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、下記の事項を遵守し、勧誘
の適正の確保を図ることとします。
１． 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適
正な情報の提供と商品説明をいたします。

２． 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正
な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

３． 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研
修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。

４． 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
５． 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合

わせください。

　当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたり、本方針および当金庫が定める
庫内規則に基づき、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」といいま
す。）し、もってお客様の利益を保護するとともに、お客様からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。
１． 当金庫は、当金庫がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を行います。
２． 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
 （1）次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
 　　①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引
 　　②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する相手と行う取引
 　　③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報を不当に利用して行う取引
 （2）①から③のほかお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
３． 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み

合わせることにより管理します。
 　①対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
 　②対象取引またはお客様との取引を中止する方法
 　③対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
４． 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の

特定および利益相反管理を一元的に行います。
 また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教

育・研修等を行います。
５． 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。

金融商品に係る勧誘方針

利益相反管理方針（概要）
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　当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その
内容をホームページ上で掲載しているほか、縦覧用として営業店の店頭に備え置いております。
　苦情は、当金庫営業日（9時～17時）に営業店（電話番号は59ページに掲載）、または総務部（電話：0198-23-
5311・内線27番）にて受け付けております。

　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記総務部または全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-
3517-5825）にお申し出があれば、東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-
8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等にお取次ぎいたします。また、お客さまから
各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地
のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方
法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法（現地調
停）や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あら
かじめ前記「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部」にお
尋ねください。

　私ども花巻信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との
関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。
１．当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
２．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決
に努めます。

３．当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
４．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、岩手県暴力団追放推進センター、弁護士な
どの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

５．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固た
る態度で対応します。

苦情への対応

金融ADR制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）への対応

反社会的勢力に対する基本方針
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経営理念

　当金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するた
め、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでおります。

　地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である
信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。
　私どもは、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお申し込みがあった場合には、これまでと同様、お客様の
抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

　当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。
● 本取組方針および金融円滑化管理規程の策定を行い、金融円滑化管理責任者を選任し、態勢整備を図っておりま
す。
● 本部の企業支援対策室において、営業店と連携してお客様の経営改善支援を行っております。
● 職員を全国信用金庫協会が主催する研修等の外部研修に派遣しているほか、内部研修を行い、お客様を支援する
能力の向上を図っております。
● 中小企業・個人事業主の皆様の資金繰り等の相談や、住宅ローンご利用のお客様のご返済の相談窓口として、平成
21年12月30日に「お客様相談窓口」を全営業店に設置しております。

● 住宅ローンの条件変更時の手数料については、当金庫は従前より頂戴しておりません。
●「経営革新等支援機関」の認定を受け、相談窓口を各営業店の融資窓口とし、中小企業経営力強化支援法に基づく
認定経営革新等支援機関として外部機関・外部専門家等と連携を図りながら、お客様の経営支援や創業、ものづく
り補助金等活用の支援をしております。
● 日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が公表しておりま
す「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で新たに保証契約を
締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等には、本ガイドラインを尊重し、誠実に対
応するよう努めてまいります。
●「いわて中小企業支援プラットフォーム」（代表機関 公益財団法人いわて産業振興センター）に構成機関として参
画し、連携して中小企業の創業・新事業創出、経営支援に取り組むための態勢整備を図っております。
● 中小企業、小規模事業者が抱える様々な課題解決に向け、岩手県よろず支援拠点との連携を通じて、課題に応じた
専門家、関係諸機関を紹介するなどの適切な支援ができる態勢の整備を図っております。

● 地域における革新的な事業の創出に向け、東北大学大学院経済学研究科地域イノベーション研究センターにおい
て主宰する「地域イノベーションアドバイザー塾」に職員を派遣し、地域企業のイノベーション支援に係る知識とス
キルの習得などを通じて、お客様を支援する能力の向上を図っております。

　当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客様から貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の
金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を得たう
えで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいり
ます。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況

中小企業の経営支援に関する取組み方針1

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況2
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①創業・新規事業開拓の支援
　● 創業ローン、政策公庫との連携、信用保証制度等による支援の実施
　● 地方公共団体、商工会議所、花巻市起業化支援センター等と創業・新規事業開拓支援についての情報交換
②成長段階における支援
　● 東北地区信用金庫協会他主催「ビジネスマッチ東北2014」、さわやか信用金庫主催「さわやか信用金庫物産
展」、城南信用金庫主催「2014“よい仕事おこし”フェア」、東京都信用金庫協会主催「信金発！地域発見フェア」
等への出展斡旋により販路拡大支援を実施

　●「花巻 夢・企業家塾」の交流イベント「ニッポン全国彪友會 第3回差異性祭in花巻」を開催し、ネットワーク構築
と連携先の創出などの支援を実施

　● 山形信用金庫、石巻信用金庫、仙南信用金庫の各経営塾と「花巻 夢・企業家塾」との合同企業交流会「しんきん
企業家交流会2014in山形」を開催し、ネットワーク構築と連携先の創出などの支援を実施

　● 販路拡大、事業承継などの中小企業、小規模事業者が抱える様々な課題の解決に向け、岩手県よろず支援拠点
と連携し、無料相談会を毎月開催するなどの支援を実施

③経営改善・事業再生・業種転換等の支援
　● 東日本大震災事業者再生支援機構、中小企業再生支援協議会等との連携による支援の実施
　● TKC東北会岩手県支部の会員税理士や地域内税理士、中小企業診断士等と連携した支援の実施
　● 中小企業支援ネットワークへの参加による経営改善への提案の実施

●「花巻 夢・企業家塾」における次世代経営者に向けた講義・交流会等を通じて、次世代の企業経営者の育成支援等
に注力

地域の活性化に関する取組状況4

中小企業の経営支援に関する取組み状況3

金融円滑化法の期限到来後の貸付条件の変更等の申込みに対する対応状況

事業資金 住宅ローン 合　　計

申　込　み 813 42 855
実 行 済 736 32 768
謝 　 絶 39 4 43
審 査 中 2 0 2
取 下 げ 36 6 42

期間　平成21年12月4日～平成27年3月31日 （単位：件）



8

経営理念

金融円滑化等ご相談窓口

受付時間 相談窓口

午前9時～午後3時 全営業店融資窓口

受付時間 相談窓口電話番号

平日　午前9時～午後5時

本　　　店 0198（23）5311 二枚橋支店 0198（26）2011
一日市支店 0198（22）2022 宮　守支店 0198（67）2530
石鳥谷支店 0198（45）2525 南　　支店 0198（24）3131
大　迫支店 0198（48）2121 若葉町支店 0198（23）2161
東　和支店 0198（42）3211

呼 　 　 称 金融円滑化苦情相談窓口
管 理 部 署 総務部
電 話 番 号 0198-23-5311（内線27番）
受 付 時 間 午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日・振替休日、12月31日～1月3日は除く）

お客様相談窓口1

苦情相談窓口2

①平日相談窓口

②電話相談窓口
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地域密着型金融の推進
　当金庫は、「地域経済の健全な発展と豊かな暮らしの実現」を経営理念として、経営の健全性、安定性を高める
中、更なる強靱な経営体質を維持・向上させ、地域のみなさまにとってなくてはならない「地元の金融機関」であり続
けるため、地域密着型金融の推進を図っております。
　地域密着型金融推進につきましては、平成15年度から16年度に「リレーションシップバンキングの機能強化計
画」、平成17年度から18年度には「地域密着型金融推進計画」を策定し、各種施策に取組んでまいりました。平成19
年度からは、過去4年度間の実績を踏まえ、「ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化」、「事業価値を見極め
る融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底」、「地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済へ
の貢献」の3つの項目について、継続して取組みを進めております。
　平成26年度中には、継続して取引先の経営改善支援や事業再生支援を行ったほか、「花巻 夢・企業家塾」を９回
開催し、経営者など地域の方々に創業や新事業、経営改善、事業承継等に関する情報提供を行うなどしており、ま
た、東北地区信用金庫協会などが主催したビジネスマッチフェアに参加し、出展された企業の支援を行い販路拡大に
繋げるなど、積極的な取組みを進めております。
　今後も、問題解決型の金融の強化により中小企業者等の金融の円滑化を図るとともに、収益力の強化により経営
基盤の安定を図り、地域のお客様に信頼され愛される健全な金融機関として更に地域に貢献できるよう、継続して取
組みを推進してまいります。

内部統制とリスク管理体制

内部管理基本方針

リスク管理について

　当金庫は信用金庫法第36条第5項第5号および同法施行規則第23条の規定に基づき、業務の健全性と適切性を
確保し、信用の維持および利用者の利益を保護するとともに金融の円滑化を図るため、「内部管理基本方針」を定め
ております。

１．理事および職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
２．理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
５．監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
６．監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項
７．理事および職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
８．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
９．当金庫およびその子法人等における業務の適性を確保するための体制

　金融の自由化、国際化の進展に伴い、金融機関を取り巻く各種リスクが益々増大しています。こうした状況の下、当
金庫がお客様の多様化するニーズにお応えしながら経営の健全性を確保していくには、リスク管理の強化が重要に
なっています。当金庫では、リスク管理を、多様なリスクの正確な把握、適切な管理・運営を通じ、経営の健全性を確
保し、収益性および効率性の向上を図り、適正な業務の遂行を可能にするものと考え、金融環境の変化に柔軟に対応
出来るリスク管理態勢の構築を日々進めております。
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経営理念

▶信用リスク

▶市場リスク

▶流動性リスク

▶オペレーショナル・リスク

各
リ
ス
ク
へ
の
取
組
み

　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより当
金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク
のことをいいます。

　市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の
様々な市場のリスク・ファクターの変動により、当金庫の保
有する資産・負債等の価値が変動し損失を被るリスクのこ
とをいいます。

　流動性リスクとは、市場において、通常よりも著しく不利
な価格での取引を余儀なくされることにより、損害を被る
リスク（市場性リスク）、あるいは当金庫の財務内容の悪化
等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつか
なくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利
での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリス
ク（資金繰りリスク）のことをいいます。

　当金庫では、事務上のミスや不正等により損失を受ける
リスク（事務リスク）、コンピューターシステムの障害等に
より損害を受けるリスク（システムリスク）、取引等に係る
法令に違反するなどの行為により損害を受けるリスク（法
務リスク）、人事運営上の不公平・不公正および差別的行為
等により損害が発生するリスク（人的リスク）、災害等の事
象により有形固定資産に毀損が生じるなどのリスク（有形
資産リスク）、評判の悪化により信用が低下することから損
害を受けるリスク（風評リスク）の、以上六つを含む幅広い
リスクを総称しオペレーショナル・リスクとしております。

　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理
すべき最重要のリスクであるとの認識のも
と、小口多数取引の推進によるリスク分散
のほか、企業信用格付制度の導入、自己査
定による債務者区分別、業種別、さらには
与信集中によるリスクの把握のため大口与
信先の管理など、さまざまな角度からの分
析に注力しています。また、融資審査・管理
にあたりましては、審査管理部門と営業推
進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く
態勢としています。

　当金庫では、ALM委員会を設置し資産・
負債を総合的に管理しており、市場取引に
伴い発生する金利、価格変動等の様々なリ
スクを把握し、資金調達･運用の最適化と
収益の安定化を図っております。

　当金庫では、常に効率的な資金運用に
努めているほか、支払準備資金を信金中央
金庫へ預け入れ、資金の流動性を安定的
に確保するとともに、日々の支払準備率お
よび資金繰りの状況等について経営陣に
報告するなど、流動性リスクに対する十分
な管理態勢を確保しております。

　当金庫では、本部監査部門が定期的に
臨店監査を実施する一方、営業店で毎月
店内照査を行うなど、事故の未然防止のた
めの万全の態勢をとっております。また、こ
れらのリスクの適正な把握に努めるととも
に、組織体制、管理の仕組みを整備してい
くことでリスクの極小化に努めることとし
ております。
　

▶

▶

▶

▶


