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・収益構造改善を図るため、規模・特性を鑑みた収益管理手法や組織の効率
化を検討する。

○ 収益管理
・ 『営業店業績評価における「営業店管理利益」についての考察』を作成し、営業
店管理利益算出にあたっての信用コストの必要性について検討した(6/2)。
・ 19年3月末実績、19年9月末実績を基に、営業店収益管理における手法につい
て、「総額法」でのシミュレーションを行った(8/7、11/27)。
・ 他金庫の収益管理手法の現状や先進信用金庫事例等の情報を収集し、収益
管理についての理解を深めた(7/23信金中金主催「収益管理講座」、1/15～18全
国信用金庫研修所「第6回会計担当者研修会」、3/4日本銀行主催「金融高度化
セミナー等)。
・ 総額法でのシミュレーションや信用コストの重要性の検討を経て、当面、現状用
いている差額法による収益管理方法を継続することとし、信用コストを営業店管理
利益に加味することについて次年度以降具体的に検討していくこととした。

・ 収益管理方法についての情報収集及び、総額法でのシミュレーションを行い、
当面の収益管理方法について結論を出すことができた。
・ 20年度は信用コストを加味した営業店管理損益を業績評価に反映させることを
前提に試行を行っていく。
・ 収益管理方法のもう一つの方法である、個別スプレッド法については引続き情
報収集を行っていく。

○ 組織効率化
・ 組織運営の効率化のため、本部職務分掌の課題抽出を行い、各部とのヒアリン
グを基に改正案を作成し、20年4月1日付けにて改定を行った。
・ 総合企画部担当役員を委員長とするビジネスモデル構築委員会にて、「店舗戦
略」「今後求められる店舗」「営業店事務の本部集中化」等について検討した。
・ ビジネスモデル構築委員会より「店舗戦略における提言～課題解決型金融と生
産性向上を両立するために～」と題する答申を常勤理事会に行い了承を得た
(3/17)。
   答申の主な内容：限定型店舗の機能の見直し、副支店長権限の見直し、営業
店事務の本部集中化など。

・ 営業店事務の本部集中化については、プロジェクトチームを立ち上げて進めて
いく予定である。
・ 営業店の副支店長の権限見直し及び事務取扱要領の変更は、20年4月以降、
検討を進め、20年10月に改定を実施する予定である。

・ ＩＴを活用した情報管理・リスク管理を充実するとともに、オペレーショナル・リ
スクへの意識を高め、地域金融機関としての信頼性の向上を図る。
・ 多様化するサービスチャネルを積極的に活用し顧客利便性の向上を図ると
ともに、地域金融機関の特性を活かした情報やサービスの提供を検討する。
・ 事務処理集中化を促進し、顧客へのサービス品質と顧客満足度の向上を図
る。

・全店に対し臨店を行い、事務ミスの発生要因の分析と事務ミス削減に向けた事
務指導を実施した。
・事務ｼｽﾃﾑﾘｽｸ管理委員会にて、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ発生事象の事例報告を行い、
ﾘｽｸ管理への意識醸成を図るとともに、関連団体やﾍﾞﾝﾀﾞｰが主催する外部打合会
に出席し、情報収集に努めている。
　事務ｼｽﾃﾑﾘｽｸ管理委員会　10回開催、外部打合会16回出席
・平塚駅東口改札内出張所にＡＴＭを設置、平成20年3月17日より取扱開始した。
・集中化可能な事務処理を検討するとともに、導入ｼｽﾃﾑﾍﾞﾝﾀﾞｰを選定した。

・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙﾘｽｸ管理規程や要領の制定を行うとともに、今後も事例・情報収集に
努めﾘｽｸ管理態勢をより強固なものとしていく。

・ICｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ導入やATM機能拡張等ATM関連のｻｰﾋﾞｽ強化を実施するととも
に、携帯電話を利用したｻｰﾋﾞｽ等ﾁｬﾈﾙ拡大を検討していく。

・平成19年度に立案した事務処理集中化を実行する。

・個人先顧客、事業先顧客ニーズに幅広く対応するため、専門知識を持った
職員の育成を行う。また、中小企業診断士・社会保険労務士等の高度専門知
識を有する職員の育成を行い、本部・営業店の主要部署に配置活用する。

　顧客ニーズに幅広く対応できる、専門知識を持った職員の育成のため、計画通
り個人先担当､事業先担当の職種別研修､自己啓発支援として自主参加型の講座
開講､外部機関への派遣を実施した。

・計画的に研修を実施したが､目標としているレベルにはまだ至っていない｡今後も
継続的に研修を実施していくこととOFFJTのみでなく､現場でのOJTと融合させて
職員の能力開発を行っていく。

・中小企業再生支援協議会等を中心に事業再生に係る外部機関との連携を
強化する。

・当金庫のコンサルティング機能の強化・補完のため、18年11月より「中小企業大
学校東京校」と連携し、同校で実施している企業診断実習を取引先企業に紹介
し、今年度は4先実習が行われた。
・（財）神奈川県中小企業センターと『中小企業支援に係る覚書』を締結した
(11/26)。
・取引先企業（建設業）に対し、県中小企業センターを活用しアドバイザー派遣制
度を斡旋した(3/11)。

・今後更に県中小企業センターとの連携を深め顧客ニーズに対応できる高付加価
値型の経営改善支援を実施していく。

・地域の利用者の声を収集・分析し、施策に活かすことで利用者の満足度を重
視した経営を目指す。

・ 「平成18年度利用者満足度合同調査」の結果及び調査結果に対する当金庫の
取組みについて、当金庫ホームページに掲載した(6/26)。
・ 関信協を調査主体とする「平成19年度利用者満足度合同調査」に参加し調査を
実施した。今年度は、世代別にセグメントされたマスリテール層に焦点を当てた調
査を実施した。
　調査期間：11月2日～11月21日
　調査結果報告会：2月13日開催(専務以下役員・部長・関連部課長等参加)

・ 「平成19年度利用者満足度合同調査」の結果に対して各部店から改善案の提
出を受け、施策に反映する。
・「平成19年度利用者満足度合同調査」の結果に対する当金庫の取組みについ
て、当金庫ホームページに掲載する。

・営業店及び本部にて受ける利用者からの声・苦情を集積し、迅速に庫内全
体に周知させる。

・営業店並びに本部にて受ける利用者からの声・苦情を集積し、「苦情等お客様
の声」として問題点及び原因分析を実施し、対応策及び改善策を示した。

・今後も利用者からの苦情に対して、事案を集積し、「まごころ＆スピード宣言。」を
遵守し営業店が適切な対応を図るための体制を構築する。

・「苦情等」の内容の分析と本部・営業店への情報の還元を行う。
・ 「苦情等お客様の声」に対しては迅速な改善策の策定・実施を所管部署に
求める。
・ 経営陣への報告を迅速に行う。

・「苦情等お客様の声」を月次にて取り纏め文書にて発信した。
・平成19年度にお客様から寄せられたご要望は115件あり検討・対応した 。

・今後も取り纏め、内容分析を継続実施して行く。
・苦情等問題点は研修・勉強会の題材とし周知徹底し再発防止を図って行く。

１．地域密着型金融推進のための態勢整備

（2）利用者ニーズに対応できる十分な金融
手法や各種事業の知識を持った人材の育
成・活用

（3）地公体、商工会議所、商工会、再生支
援協議会、事業再生の外部専門家等との
連携

（1）身の丈にあった収益管理やITの活用
等を含めた態勢整備、「選択と集中」の徹
底
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（4）利用者等からの評価を業務に適切に
反映するための態勢整備

1 平塚信用金庫
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項項項項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 計画計画計画計画（（（（取組方針取組方針取組方針取組方針・・・・目標目標目標目標））））

①産学官の連携 ・産学官を事業構造改革支援として位置付け、企業の将来性を示唆する高付
加価値型の支援実施を通じて、営業店支援機能の強化を図る。

・前年度同様に「東海大学産学連携フェア」に対する協賛を通じて営業店に対し
産学連携への取引先誘致を促した(12/5)。

・産学官連携の制度が取引先企業や営業店担当者に浸透するよう、今後も制度
に対する理解を深めるための情報提供を継続的に行い、制度活用を促していく。

②相続対策のコンサルティング、株式買
取に関する資金面の支援やM&Aのマッ
チング支援

・企業経営者の相続対策、各種ファンドやM&Aおよび事業承継等取組み等
と、先進的な支援を実践する。

・平塚で初めて県中小企業ｾﾝﾀｰが主催する「受発注商談会」が開催され、開催に
向け事業先担当者に対しては事業先担当者会議を通じ情報を提供する他、庫内
LANにて店長にも情報を提供した(6月)。
・平塚市産学公交流・連携事業「湘南ひらつかテクノフェア」へ協賛並びに出展を
行なった(10/26～28)。
・M&A業務推進を強化するため信金ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱と連携し、支店長に対して研修を実
施(5/18)。
・信金ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱の担当者が6店舗（本店、八幡、追分、相模野、桜ヶ丘、愛甲石
田）にて、支店長並びに営業役席に対し個別にM&A案件に関する説明を行なっ
た(1月)。

・営業店並びに取引先企業のM&Aに対する理解度は高まってきており、事業承継
の問題と絡ませて今後も情報提供を継続し、案件化に向け外部機関との連携を図
る方針である。
・「湘南ひらつかテクノフェア」では、相談ブースを設置し数件の相談に対応した
(成果としては、１件の事業資金借入相談を妻田支店へ紹介)。　今後も協賛等によ
り関わりを深め、他のビジネスマッチングに発展する各種フェア、セミナーの開催
時には全店舗に対して情報発信し、取引先企業の参加、見学を促す。

③中小企業再生支援協議会の活用（全
国組織の活用）

・機能強化された中小企業再生支援協議会をより一層活用し、多様な事業再
生手法や事業再生機能の一層の活用を図る。

・外部機関等を活用した事業再生を実施し、外部機関から中小企業再生支援協
議会に持ち込まれた１社の支援に取組んでいる(18年10月～現在継続中)。
・中小企業再生支援協議会と定期的に情報交換を実施した。

・企業再生支援業務に関しては、引き続き中小企業再生支援協議会と連携をとり
支援の取組みに努める。

④信用保証制度の適切な活用も踏まえた
DIPファイナンスの活用

・取扱開始の保証協会新設保証制度（事業再生保証制度・事業再生円滑化
関連保証制度）の利用促進を図る。

・平成19年9月12日保証協会の説明会に2名参加し、理解を深めた。また営業店
に周知した。

・現在、当該制度利用なく実績ゼロである。今後、利用促進のため営業店を指導し
ていく。

⑤国、地公体との連携による中小企業施
策の活用

・取引先企業が成長段階に合う中小企業施策を活用できるよう、各施策の普
及に努める。

・ 「新連携（中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業活動支援）」
を活用し、新事業活動を展開する2社に対し、支援を実施した(内、1件は次年度も
継続予定)。
①座間支店(融資未取引先)：認定取得完了。
②愛甲石田支店(融資未取引先)：協議継続中であり、認定の取得、補助金の申請
は平成20年度の予定。
・相談センター『しあわせプラザ』への起業・創業相談者に対して、平塚市制度融
資「チャレンジアップ」資金の利用を促進し、1社（追分支店へ取次ぎ）の利用に繋
がった。

・新連携の活用について、継続中の事案を注視するとともに、更なる活用先の開
拓に向け、引き続き制度内容の理解を深めていき、営業店並びに取引先企業に
浸透するように、今後も情報発信を行なっていく。

①シンジケートローンの活用 ・リスク対応力・資金対応力の強化を図るため、シンジケートローンの手法を活
用する。

　シンジケートローン参加1先5,000百万円。 ・今後もレンダーとしての参加を主体に、事業および財務内容を慎重に審査し取り
組む。

・所有不動産の乏しい中小企業の資金調達手法の多様化に資するため、動
産・債権譲渡担保融資、ＡＢＬの活用を促進させると共にその事例研究を行な
う。

・信金中金との設備担保信用補完制度(しんきんMEサポート)の契約を締結した。
・須賀支店取引先企業にて活用の検討を行なっている(信金中金に対し担保動産
の価格査定を申請済)。その他数社の案件を保有している。

・しんきんMEサポートは、お客様の保有する機械設備の資産価値に着目し、その
価値を基準に保証を提供する制度であり、融資手法の一つとして事例検証(研究)
を重ね活用を促す体制を構築していく。

・定性情報を含めた情報を生かし、取引先企業の事業価値を見極め、不動
産・個人保証に過度に依存しない融資手法の活用に取組む。

・ＡＢＬ活用のための説明会・勉強会に参加し理解を深めた。また営業店に周知す
ると共に導入に向け運用方法を検討した。

・今後、利用促進のため営業店を指導していく。しんきんＭＥサポートのシステム開
発を行い取扱いを開始する。

③様々なコベナンツの活用 ・コベナンツの利用における知識、ノウハウの習得に取組み活用方法を検討す
る。
・信用格付及びスコアリングモデル等を活用した融資手法を検討する。

・シンジケートローン・コベナンツ対応策を改善する取組みを行った。
・融資商品の対象先選定に信用格付の活用を行った。

・コベナンツについては、シンジケートローンでの活用を主体に進める方針。
・スコアリングモデルの活用は精度の観点から取組みを見合わせとし、今後も慎重
に検討する。

①コンサルタントの能力・態勢の強化やビ
ジネスマッチング等を活用した支援

・ 相談センター『しあわせプラザ』をコアとしたコンサルティング機能及び情報
提供機能を強化する。
・ 中小企業診断士を活用し、財務・管理能力の向上に努め中小企業支援機
能の向上を図る。
・ 外部団体との連携強化によりコンサルティング機能を強化する。

・相談センター『しあわせプラザ』をコアとしたコンサルティング機能及び情報提供
機能を強化した(創業相談：8先、経営相談：3先)。
・全信協からのビジネスマッチング情報を庫内LANにて共有化を図った。
・経営塾を通じて、勉強会並びに各種経営情報の提供、受講者間の異業種交流
を図った。
・今年度経営支援対象企業の他、事業先担当者より個別に要請があった企業に
対し自社の財務診断報告を通じて、コンサルティング業務を実施した。

・今後もコンサルティング機能を維持し、引き続き積極的に経営情報の発信や起
業に対する支援を強化していく。

②法務、財務、税務等の外部専門家と連
携した取組み

・ 各種相談を通じて、地域利用者に対し金融知識を普及させ地域社会への貢
献に努める。
・ 外部専門家との連携を深め、個人を含む地域の利用者のニーズに対応した
付加価値の高い金融サービスを提供する。

・相談センター『しあわせプラザ』を主体とし各種相談業務を通じて、地域利用者に
対し金融知識を普及させ高度な顧客ニーズに対応した付加価値の高い金融サー
ビスを提供した(税務相談：10件、法律相談：84先)。

・相談センター『しあわせプラザ』の各種相談業務に関しては、地域内での認知度
が徐々に高まり相談件数も増えつつあることから告知を継続し、高度な顧客ニーズ
に対応するために専門家との連携を強化していく。

③金融機関間での団塊世代の退職者の
活用

・当金庫においても団塊世代が大量退職となることから、永年の金庫業務での
経験や能力を活用するため、再雇用制度に沿って地域雇用の創出(金庫で再
雇用)と金庫業務の能力を地域企業で活かす橋渡しをする(退職者･地域企業
ともニーズとメリットあり)意味で地域貢献の一環として取組みを実施する。また、
金庫内だけでなく全信協が主導する人材ネットワークや信金中金といった業界
団体との情報収集･連携をしていくとともに、業務提携のトライバンクグループ
間でも情報交換等により、研究を進める。

・定年退職者については13名中4名を再雇用した(子会社での雇用含む)。
・地域中小企業と定年退職者との橋渡しについては、地域中小企業のニーズと定
年退職者のニーズがマッチして1事案成立した。
・業界内での人材ネットワークは機能していない｡トライバンクグループでの連携に
ついては投掛けを行っているが､具体的な方向性まではでていない｡

・定年退職者については今後更に増加することから､再雇用が増加するような仕組
みや職務開発を継続して行う。
・地域中小企業と定年退職者との橋渡しについては､双方のニーズが合致した成
功事例であるが､今後も金融サービスの提供以外での地域貢献策として継続して
行う。
・業界内のネットワークの活用については第一ステップとしてトライバンクグループ
内での連携強化を行い､ネットワーク作りを行う｡

（1）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

（2）事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

２．地域密着型金融の具体的取組み

②動産・債権譲渡担保融資、ABLの活用

（3）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

2 平塚信用金庫



進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況にににに対対対対するするするする分析分析分析分析・・・・評価評価評価評価、、、、及及及及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題（（（（対応方針対応方針対応方針対応方針をををを含含含含むむむむ））））
19191919年年年年4444月月月月～～～～20202020年年年年3333月月月月 19191919年年年年4444月月月月～～～～20202020年年年年3333月月月月

項項項項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 計画計画計画計画（（（（取組方針取組方針取組方針取組方針・・・・目標目標目標目標））））

・地域密着型金融推進計画に係る具体的取組みの重点事項等について「事
業計画書」に明示するとともに、役職員に周知徹底する。

・ 平成19年度の地域密着型金融推進計画については、「平成19年度事業計画書
別冊」として冊子を作成し、全役職員に配付した(11/12)。
・ 20年度事業計画においては、事業計画書の各部の重点施策の中で地域密着
型金融推進に関わるものには「地域密着型金融」と明示した。

・平成19年度から地域密着型金融への取組みについては恒久化されたことから、
平成20年度以降については事業計画に取込み推進していく。
・地域密着型金融推進計画の進捗状況は、半期ごとに部長会で確認を行ってい
く。

・地域密着型金融の取組みに関して、経営陣が全体の取組み状況を総合的
に把握し、半期毎のトップヒアリングにおいて地域密着型金融の取組み状況及
び姿勢を報告する態勢を構築する。

・平成19年度の地域密着型金融推進計画における当金庫の取組みについては、
常勤理事会(10/15)にて報告を行い、内容について経営陣の認識の共有を行った
うえで、トップヒアリング(3/14)にて説明を行った。

・今後においても、地域密着型金融推進計画における当金庫の取組み状況につ
いて経営陣に報告し、内容について経営陣の認識の共有を行う態勢を維持する。

　年度ごとに、当金庫の地域密着型金融の取組み状況を財務局等に報告す
るとともに広く公表し、地域の様々なステークホルダーの理解と信任を確保す
る。

・平成19年度の地域密着型金融推進計画について、当金庫ホームページに掲載
した(12/28)。
・平成20年5月の財務局等への取組み状況の報告方法等について検討を行っ
た。

・平成19年度の地域密着型金融の取組みについて平成20年5月に財務局等へ報
告するとともに、当金庫ホームページに掲載を行う。

・内部研修及び外部派遣講座等により、融資審査能力向上（目利き力）と人材
育成に取組む。

・（内部研修）初級融資研修18名、貸出審査能力養成講座19名、土曜塾18名受
講。
・（外部派遣講座）目利き力養成講座（上級編）3名、目利き力養成講座（基礎編）4
名参加。

左記の計画通り実施した。今後も融資担当者・事業先担当者を対象に内部研修
及び外部派遣を計画的に実施し、目利き能力の向上、人材の育成に取組む。

①事業者の幅広い情報提供、経営指導
及び相談のニーズに対応する（課題解決
型金融）

・ 取引先企業に対し自社の将来性を示唆する高付加価値型の支援実施を通
じて、営業店支援機能の強化を図る。

・18年11月より「中小企業大学校東京校」と連携し、同校で実施している企業診断
実習を取引先企業に紹介し、実施した(今年度実施企業計4社)。
・営業店の「事業先管理記録簿」の作成・運用状況を確認し経営実態の把握、企
業が抱える問題点の抽出等の実施状況を検証した。

・企業診断実習に関しては、取引先企業に一定の評価を得られており今後も営業
店を通じ希望企業を募り、事業先担当者のツールの一つとして位置付ける。
・引き続き、営業店に対し取引先企業のニーズ発掘のためのツールを提供し、管
理先企業の課題把握を継続する体制を整備する。

・ 既存取引先の情報を蓄積・共有化し、顧客ニーズを掴みライフステージに応
じた融資商品の推進をする。

・既存取引先の属性情報を蓄積・共有化し、顧客ニーズを掴みライフステージに応
じた融資商品の推進をした。
・個人・小規模事業者の資金ニーズへの迅速な対応のため、保証協会の保証制
度や原則無担保無保証人の融資方法である「サポート1000」などの利用積極化を
図った。

・引き続き既存取引先の情報収集を行い、タイムリーな融資提案を可能とする推進
体制整備に努める。
・個人・小規模事業者の資金ニーズに対し、従来以上に迅速な対応を図る体制を
維持する。

・多重債務者問題に対する取組みは、地域社会に対しての企業の社会的責
任(CSR)と位置づけ、予防策としての金融経済教育等を行う。また、多重債務
問題に対する相談等については、適切に公的機関の紹介等を行う態勢を構
築する。

・ 平塚市教育委員会に金融経済教育の実施について提案を行った(11/9)。
・ 受講対象を中学生に定め、平塚市教育委員会に金融経済教育の実施に係る
企画書を提出した(12/14)。
・ 平塚市中学校校長会の会長に対して、当金庫の金融経済教育に係る企画書に
ついて説明をした(12/18)。
・ 平塚市中学校校長会において当金庫の金融経済教育に係る企画書について
説明が行われた(2/8)。

・引き続き金融経済教育についての情報収集・研究を行うとともに、平塚市内の中
学校に対象を定め、金融経済教育の実施に向け取組む。

・地域再生、活性化に向け信用金庫の役割を認識し、公的機関との連携及び
コンサルティング業務等を通じて、地域社会への貢献に努める。

・商工会議所への訪問を通じて、各種情報の収集や情報提供を行なった。
・信金中金総研と共に平塚市西海岸商店街に対し商店街活性化コンサルティング
を実施し、商店街に対して２２の提案を実施した。
[期間]　平成19年8月21日～平成20年1月31日
[主な実施事項]　統計分析、各種調査・施策確認、各種アンケート調査、
先進事例の取材、各種ヒアリング調査、具体的な施策検討、最終報告書作成
[報告会開催]　商店街振興組合員向け報告会　(2/13)
商店街主催の商店街組合員向け報告会　(3/7)
当金庫主催報告会　(3/18)

・引き続き商工会議所との連携を深め、有効な情報交換を定期的に実施する。
・商店街活性化コンサルティングの提案に関わる、フォロー体制を構築する。

（1）地域密着型金融推進計画に係る具体
的取組みの重点事項及び具体的目標を中
期計画等に明示する

（2）トップヒアリングにおいて経営陣が取組
み姿勢を説明する

（3）年1回、取組み状況を財務局等に報告
するとともに、取組み実績を公表する

３．地域密着型金融の取組み状況の公表等

（1）目利き能力の向上、人材の育成

（4）予防策を中心とした多重債務者問題解
決への一定の役割発揮

４．信用金庫（協同組織金融機関）に特に求められる事項

（3）個人、小規模事業者、コミュニティ・ビジ
ネス、NPOなどを含む顧客ニーズを踏まえ
た融資商品・目的別ローン等の提供

（5）地域社会への貢献・還元

（2）身近な情報提供・経営指導・相談

3 平塚信用金庫
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項項項項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 計画計画計画計画（（（（取組方針取組方針取組方針取組方針・・・・目標目標目標目標））））

①総代会に関する適切なディスクロー
ジャー

・総代会及び総代等に関する適切なディスクロージャーを実施する。 ・総代会制度、総代とその選任方法、総代氏名、平成１９年度通常総代会決議事
項等についてディスクロージャー誌「平塚信用金庫の現況２００７｣において詳細に
掲載した。

・計画どおり進捗した。今後においても同様の内容のディスクロージャーを継続す
る。

②会員になろうとする者に対する適切な
説明の実施

・会員になろうとするお客さまに対して適切かつ十分な説明を実施する態勢を
構築する。

・会員になろうとするお客さまに対して、適切かつ十分な説明ができるよう加入時に
おける説明事項及び加入する場合お客さまが説明内容を承諾したことを確認する
記録書類等を作成する方向で具体的検討に入った。

・導入に向けて計画どおり進捗している。今後は早期に導入を図るべく作業を継
続する。

③総代以外の会員からの意見の反映 ・会員あての業務報告書を通じて会員から意見を聴取し、その結果を分析し業
務運営に反映させる。

・平成１８年度に聴取した会員からのご意見・ご要望に対する当金庫の対応を会
員あて送付する「業務報告書｣に記載した。
　また平成１８年度同様会員あて送付する業務報告書に、当金庫に対するご意
見・ご要望を聴取するためのハガキを同封し、その結果を取りまとめたうえ業務に
反映すべく所管部に検討を依頼した。

・計画どおり進捗した。平成２０年度においても聴取したご意見・ご要望を業務運
営に反映させるとともに、従来と同様に当金庫の対応を業務報告書に記載予定で
ある。

・半期の経営情報の積極的開示を通じて、経営の健全性確保及び業務内容
の幅広い認知を図る。

・19年 9月末基準のミニディスクロージャー誌(6,000部)を作成し全部店に配付、営
業店は店頭に備え付けを行った(11/22)。また、同誌を当金庫ホームページに掲
載した(12/3)。

・当金庫の経営内容等、開示情報についてお客さまが理解しやすいように開示内
容・方法の更なる工夫に努める。
・引き続き四半期開示についても情報収集・研究を進めていく。

・「信用リスク計量化システム」による信用リスク量の把握とポートフォリオ管理の
確立に取組む。

・信用リスク量の計測は9月より実施。取引先の信用リスクに応じた貸出金標準金
利体系へ11月より移行した。

信用リスク量を時系列に把握するためのデータを蓄積する。計測結果からポート
フォリオ管理の具体的な方法や基準を検討する。

・金利リスクの定量的な把握等を通じ、ALM管理態勢の強化及び健全性の確
保を図る。

・ 新ALMシステム(e－Bralms)を用いて四半期毎(19年3月末、6月末、9月末、12月
末)の金利リスク量（現在価値アプローチ）を算出し、ALM委員会に報告、検討を
行った。
・ 新ALMシステムを用いて、月次にて金利リスク量を把握する態勢の構築を行っ
た。
・ 新ALMシステムにて想定金利シナリオ等を基に収益シミュレーションを行えるシ
ステム構築が終了し、ALM委員会での予算対実績資料や平成20年度事業計画に
使用を開始した。

・シンジケートローンの金利リスク量算出の精緻化等、新ALMシステムのシステム構
築をさらに進めるとともに、運用方法の確立やシステムより出力されたデータの活
用方法について研究を行い、ALM管理態勢の高度化を図る。

・ 市場リスク管理に係る、情報の共有化と厳格な相互牽制体制による運用を行
う。
・ 投資意思決定プロセスの体系化を行う。
・ 個々の投資における判断基準の明確化と厳格なコンプライアンスに基づい
た執行を行う。

・有価証券管理システムである野村ボンドMISの機能アップにより市場リスク管理の
高度化を実施した(19年12月)。
・毎週ALM委員会を開催し常に市場リスク等の情報を共有。
・相互牽制体制を更に強化すべくフロント、バック、ミドルの業務内容の見直しを行
う。
・規程に則った明確かつ厳格な手続きによる投資を実施した。

・複雑化、高度化する市場リスクに対応できるよう更なるリスク管理体制の強化を図
る。具体的には統合的リスク管理体制の枠組みの中での市場リスク管理を目指
す。

・法令等遵守を経営の最重点課題の一つとし、法令等違反・不祥事件発生が
皆無であることを目標とする。

・法令等遵守検証のため8月と2月に全職員に対しモニタリングを実施、自己チェッ
クとコンプライアンス意識の徹底を図った。
・連続休暇による検証においては、不祥事につながる事案の報告はなかった。リス
ク管理部検査を全店舗実施。不祥事件の事例はなかった。
・個人情報紛失の事案が発生した。

・法令等遵守の徹底及び不祥事件防止のため臨店によるコンプライアンス教育を
実施する。

（10）法令等遵守の徹底

（8）信用リスク管理態勢の充実

（6）総代会の機能向上等に向けた取組み

（7）半期開示の充実に向けた取組み

（9）市場リスク管理態勢の充実

4 平塚信用金庫



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルにににに応応応応じたじたじたじた支援強化支援強化支援強化支援強化
（単位：先数） （単位：％）

α/Ａ β/α δ/α
 正常先 ① 0.5% 0.0%  

うちその
他
要注意先

② 15.2% 10.0% 24.4%  

うち
要管理先

③ 35.3% 50.0% 0.0%  

 破綻懸念先 ④ 16.2% 4.8% 14.3%  

 実質破綻先 ⑤ 0.0% - -  

 破綻先 ⑥ 0.0% - -  

13.6% 11.1% 21.4%  

2.7% 9.4% 18.1%  

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は１９年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
　※経営改善支援取組み先の定義については、これまでと同様ですが、詳細については別紙「経営改善支援取組み先の定義について」を参照。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の
　債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。
・「再生計画を策定した先数δ」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「ＲＣＣの支援決定先」＋「金融機関独自の再生計画策定先」

中小企業中小企業中小企業中小企業にににに適適適適したしたしたした資金供給手法資金供給手法資金供給手法資金供給手法のののの徹底徹底徹底徹底

創業・新規事業支援融資実績

個人保証・不動産担保に過
度に依存しない融資の取組
み計数

年間の取組み実績
〔件数・金額〕

84件１,357百万円

年間の取組み実績
〔件数・金額〕

176件 １２９百万円

135,062

96
0

δ

25109

γ

0
0

0
0

16 0

要
注
意
先

合　　計

4,200 21

90

6

21
0

138
862

経営改善
支援取組
み率

ランクアッ
プ率

期初
債務者数

93 25

0
25

αのうち再生
計画を策定し
た先数

αのうち期末
に債務者区
分が変化しな
かった先数

αのうち期末
に債務者区
分がランク
アップした先
数

うち
経営改善支
援取組み先

数

Ａ α　 β

72 22

0

9

3

594

17

130

3

小　　計

再生計画
策定率

2222....平成平成平成平成19191919年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融のののの取組取組取組取組みにみにみにみに係係係係るるるる主要計数結果主要計数結果主要計数結果主要計数結果についてについてについてについて

18 3

13

1

0
117


