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地域密着型金融推進計画(平成17年度～18年度)の進捗状況

1. 平成17年４月から１８年３月までの全体的な進捗状況

① 事業再生・中小企業金融の円滑化について

② 経営力の強化について

③ 地域の利用者の利便性向上について

2. 数値目標に対する進捗状況
　　(金額単位:百万円)

17年３月末
(参考) 対17年３月末比

残 高 43,749 44,950 1,201 43,686
期中平残 43,106 44,350 1,244 43,735
残 高 18,341 18,800 459 18,157
期中平残 17,961 18,450 489 18,121

41.92% 41.82% -0.10% 41.56%
381 296 -85 325
244 226 -18 321
151 158 7 241

14.88% 15.10% 0.22% 15.75%
不良債権比率(金融再生法) 9.31% 9.00% -0.31% 7.62%

指導先数 14先 12先 -2先 16先
ランクアップ先数 7先 8先 1先 1先

30件 24件

5件 0件

自 己 資 本 比 率

預　金

貸出金

　概ね計画どおりに進捗しました。引き続き計画に沿って、リスク管理態勢の充実と収益管理態勢の整備と収益力の強化を図ってまいります。また、
コンプライアンスの徹底を図る観点から、H17.4より全職員を対象とした連続指定休業制度を導入しております。、引き続きコンプライアンス態勢の強
化を図っていきます。

預 貸 率 ( 残 高 )
業 務 純 益
経 常 利 益
税引後当期純利益

区　　　　分

ランク
アップ

担保・保証
に過度に依
存しない融
資の推進

商工会提携ローン「商工会員
エールローン」の実行件数

北陸税理士会連携「税理士
紹介経営サポートローン」

　17年８月に公表しました平成17年度・１８年度を重点期間とします「地域密着型金融推進計画」の17年４月から18年３月までの進捗状況につきまして
は、積極的にその推進を図ってまいりました。その結果、全体的には概ね推進計画に沿って進展しました。
　当金庫では、今後とも地域社会との共存共栄を目指す協同組織の地域金融機関として公共的使命に徹するとともに、当金庫が策定した「地域密着型
金融推進計画」を着実に実践し、その進捗状況を半期ごとに公表してまいります。

　ランクアップ指導16先を選定し、ランクアップのための指導を図りましたが、売上については景気の回復受けて全体的に増加傾向となりましたが、
収益環境は依然厳しく財務面までの改善に至らないい先が目立ち、18年3月期現在でのランクアップは1件となりました。18年度は12先を選定し、
債務者と金庫と共通認識のもとに、さらに改善指導を進め、ランクアップに結びつける方針であります。また、担保・保証に過度に依存しない融資推
進策として富山県商工会連合会と提携し取扱開始した商工会員向け無担保・第三者保証人不要制度融資｢商工会員エールローン｣を17年8月22
日より取扱開始し積極的推進を図りました。18年3月末現在でお取扱件数が24件、金額で131百万円となりました。引続き重点期間中における目標
30件実行達成に向け積極的に推進してまいります。

　ディスクロジャー誌、ミニディスクロジャー誌、ホームページにより経営の内容や地域貢献等についての情報開示をいたしましたが、引き続き内容
の工夫と充実を図り、地域の皆様に分かりやすく満足と利便の向上につながるものにしていきます。

19年３月末

数値目標
　計画期間中

の状況

18年3月末
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進捗状況

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

・要注意先債務者で経営改善意欲が高く、可能性の高い
先を新たに選定し、必要な支援指導を行い、債務者区分
のランクアップを図ります。
なお、対象先16先(法人、個人事業主)を選定いたしまし
た。

・新たなランクアップ先の選定。
・ランクアップ先に選定した対象先につい
て、営業店から不良先となった原因および
改善策の報告を求め、本部と営業店長とヒ
アリングを通じて改善のための意見の統一
を図り、本部と営業店と一体となって改善
指導に取組みます。
・各営業店の渉外担当者に対し、業界団体
主催の融資審査管理に係る講座を受講さ
せ、目利き力、審査能力および再生企業に
対する指導能力の向上を図るとともに金庫
内研修の実施により、渉外担当者全体の
能力の向上を図ります。
・ランクアップ先の実績を店舗業績表彰の
対象とします。

・ランクアップ先の
選定。
・営業店長とランク
アップのためのヒア
リングの実施。
・北信協主催研修
「ランクアップ講座」
ならびに｢融資渉外
講座｣の受講。

・北信協主催研修｢
融資審査講座｣なら
びに｢企業分析講
座｣の受講。
・改善状況について
営業店長とヒアリン
グ実施。ランクアッ
プ先の確定。

・ランクアップ見込
先を12先(うち、新
規1先)選定しランク
アップのための指
導を図ります。
・業界団体主催の
融資審査に係る講
座受講。

・業界団体主催の
融資審査に係る講
座受講。
・改善状況について
営業店長とヒアリン
グ実施。ランクアッ
プ先の確定。

・ランクアップ対象16先を選定し、改善策について5月20日、24日に本部と営
業店長とヒアリングを実施し、共通の認識による選定先の指導に取組むこと
にしました。
・9月27日に北信協主催「企業ランクアップ講座」および「融資渉外講座」受講
者による金庫内研修(参加者23名)を実施し経営相談、支援機能の能力の向
上を図りました。
・11月11日、14日、18日に上期におけるランクアップ対象16先の改善状況に
ついて本部と営業店長とヒアリングを実施し、下期における指導方針につい
て確認いたしました。
・12月1日に北信協主催｢企業分析講座｣ならびに｢融資審査講座｣受講者に
よる金庫内研修(参加者24名)を実施し融資審査能力の向上を図りました。
・12月12日富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミ
ナー｣に1名を派遣いたしました。
・2月23日～24日信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣に1名を派遣いたし
ました。
・3月27日下記3講座を受講した担当者による金庫内研修(参加者25名)を実
施し職員の企業指導能力の向上を図りました。
＊ 北信協主催｢営業店F・A養成講座｣
＊ 富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミナー｣
＊ 信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣

ランクアップ対象16先は何れも金庫との同
一認識のもと経営改善によるランクアップ
を目指しましたが、景気回復による受注面
の改善は進んだものの収益面は依然厳し
く財務面までの改善にはつながらず、ラン
クアップは1先(小売業)のみとなりました。ラ
ンクアップした1先は売上は横這いでありま
したが、財務の改善に積極的に取組んだ
ものです。
18年度は12先(うち、新規1先)を選定し、引
き続き指導を図り、ランクアップに取組むこ
とといたしました。なお、17年度におけるラ
ンクアップ指導先のうち4先については財
務内容の悪化等から当面ランクアップは難
しい状況であり、18年度ランクアップ指導先
から除きました。

・ランクアップ対
象先を17年度
は16先でした
が、18年度は
12先に変更い
たしました。

・「しんきんビジネ
ス・マッチング情報」

の提供。
・経営相談能力向
上のための各種研

修会の受講。
・ 商工団体との連

携強化。

・10月11日(水)に北
信協主催｢しんきん
合同ビジネスフェ
アー｣に取引先企業
に参加を促し、ビジ
ネス・マッチングに
よる支援機能の強
化を図る。

１８年３月までの進捗状況に対する分析・
評価及び今後の課題（１８年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

・商工会員に対し、無担保・第3者保証人不
要の制度資金を創設することによりさらに
商工団体との連携強化が図られたこと等
成果がありました。今後さらに地域振興・
活性化を目指し商工団体との情報交換を
密にする等連携強化を図る方針でありま
す。
・10月11日(水)に北信協主催｢しんきん合
同ビジネスフェアー｣に取引先企業に参加
を促し、ビジネス・マッチングによる支援機
能の強化を図る方針であります。

・17年8月富山県商工会連合会と提携
ローン契約の締結。
・目利き力向上のため各種研修会を
積極的に受講する

・創業支援融資制度等の研修会の実
施。
・目利き力向上のため各種研修会を
積極的に受講する。

備考
(推進計画の追

加・変更)

・目利き力、審査能力向上のための人材育成。
・商工団体、県中小企業支援センターおよび政府系
金融機関との連携強化。

・「しんきんビジネス・マッチング情報」の
提供。
・経営相談能力向上のための各種研修
会の受講。
・ 商工団体との連携強化。

・全信協から提供される「しんきんビジネス・
マッチング情報」の活用。
・北信協主催｢しんきん合同ビジネスフェ
アー｣に取引先企業に参加を促し、ビジネ
ス・マッチングによる支援機能の強化を図
る。
・商工会との連携による経営相談・支援機
能の強化。
・各種研修会の受講による経営相談能力
の向上。

・富山県商工会連合会との提携ローン
「商工会員エールローン」の3月末にお
ける実績は24件131百万円となり、地域
密着型金融推進計画(2年間)の実行目標
30件に対し、初年度における実績とし
ては順調な推移と評価しています。
・北陸税理士会と提携した「税理士紹
介経営サポートローン」について実績
はなく今後さらに北陸税理士会との連
携を深め実績計上に取組む必要性を認
識しております。
・新創業による商工会新入会員は少な
く、対象を創業から3年以内の先にまで
拡大し推進を図ることといたしまし
た。引き続き本部における進行管理の
徹底により推進を図って行く方針であ
ります。

３.アクションプログラムに基づく具体的施策の進捗状況

・6月16日福町支店において小矢部商工会の後援を得て、講演会(テーマ：｢
日本はよくなるか｣講師フリージャーナリスト坪谷常春氏)を実施。さらに、8月
22日富山県商工会連合会と提携ローン契約を締結し、｢商工会員エールロー
ン｣を取扱い開始する等連携強化を図りました。
・9月27日に北信協主催「企業ランクアップ講座」および「融資渉外講座」に各
1名を派遣し、経営相談能力向上を図りました。
・全信協から毎月提供されるビジネス・マッチング情報を営業店に回付し、顧
客に対する情報提供を図りました。
・12月1日に北信協主催｢企業分析講座｣ならびに｢融資審査講座｣受講者に
よる金庫内研修(参加者24名)を実施し融資審査能力の向上を図りました。
・12月12日富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミ
ナー｣に1名を派遣しました。
・12月12日北陸税理士会と無担保融資制度に係る金融懇話会に本部担当者
1名が参加し推進策等について協議いたしました。
・2月23日～24日信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣に1名を派遣いたし
ました。
・3月13日小矢部商工会と商工会新入会員紹介および｢商工会員エールロー
ン｣の一層の利用について情報交換を行い連携強化を図りました。
・3月27日下記3講座を受講した担当者による金庫内研修(参加者25名)を実
施し職員の企業指導能力の向上を図りました。
＊ 北信協主催｢営業店F・A養成講座｣
＊ 富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミナー｣
＊ 信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣

１８年度

実施スケジュール

・企業創業や新事業を立ち上げる企業は
少ないが、商工団体等との連携、情報交
換を密にし、該当企業に対し積極的に支
援を働きかけて行きます。
・目利き力の更なる向上を図って行きま
す。
・「産業クラスターサポート金融会議」
への参加により、その情報等の活用。
・県中小企業支援センターの相談機能の
活用および県単事業の助成金制度の活
用。
・全信協から提供される「しんきんビジ
ネス・マッチング情報」の活用。
・国民生活金融公庫との情報共有、協調
融資等の連携強化。
・北陸税理士会と提携した「税理士紹介
経営サポートローン」の活用。
・富山県商工会連合会との提携による
ローンの取扱い開始。

（１）創業・新事業支援機能等の強化

・8月22日富山県商工会連合会と提携ローン契約を締結し、｢商工会員
エールローン｣を取扱い開始する等、商工団体との連携強化を図りまし
た。
・商工会新規加入員に対し、新創業支援を中心に全店統一推進体制によ
り取組みを開始しました。
・9月27日に・北信協主催研修｢企業ランクアップ講座｣および｢融資渉外
講座｣受講者による金庫内研修(受講者23名)を実施し、目利き力の向上
を図りました。
・ 12月1日に北信協主催｢企業分析講座｣ならびに｢融資審査講座｣受講者
による金庫内研修(参加者24名)を実施し融資審査能力の向上を図りまし
た。
・ 12月12日富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セ
ミナー｣に1名を派遣いたしました。
・ 12月12日北陸税理士会と｢無担保融資制度に係る金融懇話会｣に本部
担当者1名が参加し推進策等について協議いたしました。
・ 2月23日～24日信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣に1名を派遣い
たしました。
・ 3月13日小矢部商工会と商工会新入会員紹介および｢商工会員エール
ローン｣の一層の利用について情報交換を行い連携強化を図りました。
・ 3月27日下記3講座を受講した担当者による金庫内研修(参加者25名)
を実施し職員の企業指導能力の向上を図りました。
＊ 北信協主催｢営業店F・A養成講座｣
＊ 富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミナー｣
＊ 信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣

その1

　取引先企業に対
する経営相談・支
援機能の強化

その２

　要注意先債権等
の健全債権化に向
けた取組みの強化

（２）取引先企業に
対する経営相談・支
援機能の強化

項目

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

17年度
計画(目標設定を含む)

17年４月～１８年３月

・経営相談に対応できる人材の育成。
・ 顧客が組織化した団体への経営相談、情報提供

・10月11日(水)
に北信協主催｢
しんきん合同ビ
ジネスフェアー｣
に取引先企業
に参加を促し、
ビジネス・マッチ
ングによる支援
機能の強化。
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進捗状況

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

１８年３月までの進捗状況に対する分析・
評価及び今後の課題（１８年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

備考
(推進計画の追

加・変更)
１８年度

実施スケジュール

項目 17年度
計画(目標設定を含む)

17年４月～１８年３月

（２）取引先企業に
対する経営相談・支
援機能の強化

・要注意先債権等の健全化についてランクアップに係る
公表を更に詳細に行い内容の充実を図ります。

・ ランクアップに係る担当部署の公表。
・ 業種別ランクアップ先数の公表。
・ ラックアップのための指導内容等の公表

・ ランクアップ選定
先数の公表。
・ 業種別ランクアッ
プ選定先数の公
表。
・ ラックアップのた
めの指導内容等の
公表。

・ ランクアップ先数
の公表。
・ 業種別ランクアッ
プ先数の公表。
・ ランクアップ先に
指導した内容の公
表。

・ 17年度上期と同
様の取組みを行う。

・ 17年度下期と同
様の取組みを行う。

・ ランクアップ選定16先を選定いたしました。
・ 業種別では製造業7先、建設業4先、小売業1先、不動産業2先、医療保険
業1先、その他サービス業1先であります。
・ 上記先に対する指導内容例としては
＊資産：商品在庫の見直し・不健全資産の処分・不良資産の整理改善等
＊負債：借入金の圧縮(代表者等からの借入分の債権放棄等)
＊売上：新販路の開拓等
＊支出・経費：仕入の見直し、人件費、交際費、外注費等の経費及び店主貸
(家計費)の圧縮
＊利益計上　累損、債務超過の改善
・ 上記内容について9月21日にホームページに公表いたしました。
・ 上期のランクアップの内容について12月14日ホームページに公表しまし
た。

・ ランクアップ対象16先は何れも金庫との
同一認識のもと経営改善によるランクアッ
プを目指しましたが、景気回復による受注
面の改善は進んだものの収益面は依然厳
しく財務面までの改善にはつながらず、ラ
ンクアップは1先(小売業)のみとなりまし
た。
・ 18年度は12先(うち、新規1先)を選定し、
引き続き指導を図り、ランクアップに取組む
ことといたしました。なお、17年度における
ランクアップ指導先のうち4先については財
務内容の悪化等から当面ランクアップは難
しい状況であり、18年度ランクアップ指導先
から除きました。
＊業種別では製造業6先、建設業1先、不
動産業2先、医療保険業1先、その他サー
ビス業2先であります。
＊上記先に対する指導内容例としては
●資産：商品在庫の見直し・不健全資産の
処分・不良資産の整理改善等
●負債：借入金の圧縮(代表者等からの借
入分の債権放棄等)
●売上：新販路の開拓等
●支出・経費：仕入の見直し、人件費、交
際費、外注費等の経費及び店主貸(家計
費)の圧縮
●利益計上　累損、債務超過の改善
本件内容についてホームページに公表い
たします。

・債務者区分｢破綻懸念先｣、｢要管理先｣および「その他
要注意先」の改善について指導管理を徹底し、本部と営
業店が一体となり早期改善に取組みます。

・ ｢破綻懸念先｣について本部と営業店とヒ
アリングを実施し、整理改善に向けて一体
となった取組みを行います。
・ ｢要管理先｣および｢その他要注意先｣に
ついて上期、下期に本部と営業店とヒアリ
ングを実施し、改善指導に一体となった取
組みを行います。
・ 指導能力の向上を図るため、得意先係に
対し業界団体の開催する研修会を積極的
に受講します。

・ ｢破綻懸念先｣、｢
要管理先｣および｢
その他要注意先｣に
ついて営業店長と
改善指導方針につ
いてヒアリングの実
施。
・ 北信協主催研修｢
企業ランクアップ講
座｣および「融資渉
外講座」の受講。
・ 営業店長と｢要管
理先｣および｢その
他要注意先｣の改
善進捗状況につい
てヒアリングの実
施。

・ 北信協主催研修｢
融資審査講座｣およ
び「企業分析講座」
の受講。
・ ｢破綻懸念先｣、｢
要管理先｣および
「その他要注意先」
について営業店長
と改善指導結果に
ついてヒアリングの
実施。

・ 17年度上期と同
様の取組みを行う。

・ 17年度下期と同
様の取組みを行う。

・ 9月27日に北信協主催「企業ランクアップ講座」および「融資渉外講座」受講
者による金庫内研修(参加者23名)を実施し経営相談、支援機能の能力の向
上を図りました。
・ 11月11日、14日、18日に上期における｢その他要注意先｣、「要管理先」の
改善指導状況について本部と営業店長とヒアリングを実施するとともに、下
期における指導方針について確認いたしました。
・ 12月1日に北信協主催｢企業分析講座｣ならびに｢融資審査講座｣受講者に
よる金庫内研修(参加者24名)を実施し融資審査能力の向上を図りました。
・ 12月12日富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミ
ナー｣に1名を派遣いたしました。
・ 2月23日～24日信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣に1名を派遣いた
しました。
・ 3月27日下記3講座を受講した担当者による金庫内研修(参加者25名)を実
施し職員の企業指導能力の向上を図りました。
＊ 北信協主催｢営業店F・A養成講座｣
＊ 富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミナー｣
＊ 信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣

債務者に対する指導取組み結果、漸次経
営者の改善への認識が高まって来ている
状況が認められ指導成果があったと評価
しております。
　18年度はさらに改善を指導し、ランクアッ
プによる事業再生に結びつける方針です。

・全信協等業界団体の開催するＤＤＳ、ＤＥＳおよびＤＩＰ
ファイナンス等の事業再生手法に係る研修会を積極的に
受講し、ノウハウの習得に取組み、貸出先に対する情報
提供に取組みます。

・ＤＤＳ、ＤＥＳおよびＤＩＰファイナンス等の
事業再生手法に係る研修会を受講。

・ ＤＤＳ、ＤＥＳ
およびＤＩＰファ
イナンス等の事業
再生手法に係る研
修会を受講。

・ 17年度下期と同
様の取組みを行う。

・全信協等業界団体による研修会の開催はありませんでした。また、当金庫
取引先に該当手法による再生実績はありませんでした。

当金庫は小規模零細事業者中心の貸出
構造から取り扱いの発生はないと考えてお
りますが、貸出先に再生手法として情報提
供の必要性は認識しており、今後業界団
体の開催する当該再生手法の研修会を積
極的に受講し、再生ノウハウの共有化に取
組む方針です。

その１
　事業再生に向けた
積極的取組み

（３）事業再生に向けた
積極的取組み

その２
　再生支援実績に関
する情報開示の拡
充、再生ノウハウ共
有化の一層の推進

その３
　健全債権化等の
強化に関する実績
の公表等
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進捗状況

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

１８年３月までの進捗状況に対する分析・
評価及び今後の課題（１８年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

備考
(推進計画の追

加・変更)
１８年度

実施スケジュール

項目 17年度
計画(目標設定を含む)

17年４月～１８年３月

・ 無担保・第3者保証不要ローン商品の開発。
・ 商工会団体との連携強化。
・「民法の一部を改正する法律」の施行に伴う個別約定
書の改正。

・ 富山県商工会連合会との無担保・第3者
保証人不要の提携ローンの締結。
・ ローンレビューの継続実施。
・ キャッシュフローを重視した研修会の受
講。
・ 保証制度の問題点を是正する目的で改
正された民法に対応するための個別約定
書の改正。

・ 4月1日より改正民法に対応する個別約定書6様式を制定いたしました。
・ 8月22日富山県商工会連合会と提携ローン契約を締結し、「商工会員エー
ルローン」を取り扱い開始し、担保・保証に過度に依存しない融資の推進を図
る体制といたしました。
・ 9月27日に北信協主催「企業ランクアップ講座」および「融資渉外講座」受講
者による金庫内研修(参加者23名)を実施しキャッシュフローによる審査能力
の向上を図りました。
・ 11月11日、14日、18日に上期における｢その他要注意先｣、「要管理先」の
改善指導状況について本部と営業店長とヒアリングを実施するとともに、下
期における指導方針について確認いたしました。
・ 12月1日に北信協主催｢企業分析講座｣ならびに｢融資審査講座｣受講者に
よる金庫内研修(参加者24名)を実施し融資審査能力の向上を図りました。
・ 12月12日富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミ
ナー｣に1名を派遣いたしました。
・ 2月23日～24日信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣に1名を派遣いた
しました。
・ 3月27日下記3講座を受講した担当者による金庫内研修(参加者25名)を実
施し職員の企業指導能力の向上を図りました。
＊ 北信協主催｢営業店F・A養成講座｣
＊ 富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミナー｣
＊ 信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣

・ 富山県商工会連合会との提携ローン「商
工会員エールローン」の18年3月末におけ
る実績は24件131百万円となり、地域密着
型金融推進計画(2年間)の実行目標30件
に対し、初年度における実績としては順調
な推移と評価しており、過度の担保・保証
に依存しない融資の対応商品であると評
価しています。引き続き地域密着型金融推
進計画中における中核商品として実行目
標件数30件達成を目指し推進に取組む方
針であります。
・ ローンレビューについては「与信額1億円
以上の債務者(正常先)」、｢その他要注意
先｣及び「要管理先」について半期毎に本
部と営業店長とヒアリングを継続実施し債
務者の経営内容の改善ならびに債権不良
化防止に早期対応を図る方針です。
・ キャッシュフローによる審査能力のさらな
る向上策として引き続き業界団体の開催
する研修講座を積極的に受講する方針で
す。

　その1

中小企業の
資金調達手法
の多様化等

・県信保付きの売掛債権担保保証制度および特定保証
社債制度(私募債の発行)や財務諸表の制度が相対的に
高い先に対しては、取引先からの申込があれば対応して
行くこととします。
なお、知的財産権担保融資、動産・債権譲渡担保融資、
ノンリコースローン等の手法についてのノウハウはないた
め、今後研修会等を通じて研鑽を図って行きます。

・ 経常的に大口の売掛金がある先に対し
て売掛債権担保保証制度の利用をすすめ
て行くこととします。
・ 財務諸表の制度が相対的に高い先に対
しては「税理士紹介経営サポートローン」の
利用を薦めて行くこととします。
・ 特定保証社債制度を利用した資金調達
先の開拓。

当該期間中に売掛債権担保保証制度、税理士紹介経営サポートローン、特
定保証社債制度を利用した融資の取り扱いはありませんでした。

　引き続き資金調達手法の多様化に向け、
対象先の開拓に取組み案件の成約に向け
推進を図る方針であります。

・民法の一部を改正する法律の施行に伴い、債務者
のみならず保証人に対する説明態勢の充実を図りま
す。

・ 既に制定しているマニュアルとは別の「与
信取引に関する顧客への説明態勢規則」
の制定。
・ 内部監査による牽制機能の充実。
・ 内部監査結果を踏まえた営業店指導の
実施。
・ 苦情・相談の原因分析と対応策の検討。

・ 民法の一部を改正する法律の施行に基づき「与信取引に関する顧客
への説明態勢規則」を制定し、4月1日より実施しました。
・ 上記規則に基づく営業店での適正な運用状況について監査室の営業
店事務監査時の監査項目として監査を実施することといたしました。監
査室からの監査報告に基づき不備ある場合は業務部から臨店指導を行う
体制としております。
・ 四半期毎に開催するコンプライアンス担当者会議において前四半期
に発生した苦情・相談全件を報告し、その原因を分析するとともに改善
策について協議する体制としております。なお、即応の必要ある事案に
ついては発生毎に直ちに対応しております。
・ 1月16日コンプライアンス担当者会議を開催し、第3四半期における
苦情・相談全件を報告し、その原因を分析するとともに改善策について
協議いたしました。

・ 実施スケジュールに基づき対応をし
てまいりましたが、今後も引続き制定
した「与信取引に関する顧客への説明
態勢規則」の適正な運用に状況につい
て営業店監査、本部による指導に取組
む方針であります。
引続き、苦情相談処理対応のさらなる
充実にも取組む方針であります。

人材の育成は、地域密着型金融を推進して行く上で核と
なる重要なものと認識しており、集中改善期間に引き続
き、金庫外研修・金庫内研修・通信研修等を通じ職員の
目利き能力の向上、事業再生・経営支援能力の向上を
積極的に図って行くこととします。

金庫の研修計画に基づき、
・目利き研修等の金庫外研修への派遣。
・目利き研修等受講者を講師とした金庫内
研修の実施。
・関連する通信研修の受講の実施。

・企業ランクアッ
プ講座等4講座に4
名派遣。
・上記受講者を講
師として金庫内研
修の実施。

・企業ランクアッ
プ講座等3講座に3
名派遣。
・上記受講者を講
師として金庫内研
修の実施。

・ 北信協主催の7講座に7名派遣しました。
債権管理回収講座　　　1名　H17.4.13～15(3日間)
企業ランクアップ講座　1名　H17.5.23～25(3日間)
融資渉外講座　　　　　1名　H17.6. 7～ 9(3日間)
営業店F・A養成講座　　1名　H17.7.12～15(4日間)
融資審査講座　　　　　1名　H17.10.18～20(3日間)
企業分析講座　　　　　1名　H17.11.8～10(3日間)
税務相談講座　　　　　1名　H18.1.17～19(3日間)
・ 9月27日に｢企業ランクアップ講座｣ならびに｢融資渉外講座｣の受講者
が講師となり金庫内研修(参加者23名)を実施し企業再生指導力の向上を
図りました。
・ 12月1日に北信協主催｢企業分析講座｣ならびに｢融資審査講座｣受講者
が講師となり金庫内研修(参加者24名)を実施し融資審査能力の向上を図
りました。
・ 12月12日富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セ
ミナー｣に1名を派遣いたしました。
・ 12月12日北陸税理士会と無担保融資制度に係る金融懇話会に出席し
本部担当者1名が参加し、推進策等について協議いたしました。
・ 2月23日～24日信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣に1名を派遣い
たしました。
・ 3月13日小矢部商工会と商工会新入会員紹介および｢商工会員エール
ローン｣の一層の利用について情報交換を行い連携強化を図りました。
・ 3月27日下記3講座の受講者が講師となり金庫内研修(参加者25名)を
実施し職員の企業指導能力の向上を図りました。
＊北信協主催｢営業店F・A養成講座｣
＊富山県中小企業再生支援協議会主催｢事業再生実務家育成セミナー｣
＊信金中金主催｢地域振興支援実務研修｣

・ 外部研修への積極的な参加と外部研
修受講者が講師となっての金庫内研修
を15～16年度の集中改善期間から継続
して実施してきており、17年度も計画
通りに進捗し職員の審査・管理・相談
能力のレベルアップが図られていま
す。
・ 18年度についても引続き北信協で実
施される研修を中心に受講し、審査・
管理・相談能力の向上を図っていく方
針です。

・「与信取引に関する顧客への説明
態勢規則」の制定。
・内部監査態勢の充実。
・苦情・相談事例を原因分析しコン
プライアンス担当者会議に資料を還
元して再発防止に活用します。

・ 18年度研修計画に基づき、17年度
と同様の取組を行う。

（４）担保・保証に過度
に依存しない融資の推
進等

（４）担保・保証に過度
に依存しない融資の推
進等

・ 具体的に取組策に基づいて対応して
行くこととします。

②　中小企業の資金調達手法の多様化等

・ ローンレビューの継続実施。
・ キャッシュフロー研修会の受講。

・ 具体的に取組策に基づいて対応して
行くこととします。

（６）人材の育成

・ 富山県商工会連合会と提携した無担
保・第3者保証不要のローンを発売。
・ 以下の個別約定書の改正。
①限定根保証約定書　②根抵当権設定
契約証書　③預金・積金担保差入証　④
当座貸越約定書　⑤債務保証委託契約
書　⑥金銭消費貸借証書
・ ローンレビューの実施。

・「与信取引に関する顧客への説明
態勢規則」の制定。
・内部監査態勢の充実。
・苦情・相談事例を原因分析しコン
プライアンス担当者会議に資料を還
元して再発防止に活用します。

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦
情処理機能の強化

①　担保・保証に過度に依存しない融資の推進
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進捗状況

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

１８年３月までの進捗状況に対する分析・
評価及び今後の課題（１８年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

備考
(推進計画の追

加・変更)
１８年度

実施スケジュール

項目 17年度
計画(目標設定を含む)

17年４月～１８年３月

・金融の自由化、グローバル化、IT化の進展に伴い
管理するリスクも急激に多様化・複雑化しており、
経営にとってリスク管理がすべての業務遂行の基本
であるとの認識のもと、引き続きリスク管理に係る
各種規定の適正な運用に務めます。また、新BIS規制
の導入に備え、「リスクをマネージメントしコント
ロールすること」のできるリスク管理態勢の強化を
目指します。

・リスク管理に係る各種規定の適正かつ
厳正な運用。
・適切な資産自己査定と償却・引当の確
保。
・市場リスク管理態勢の高度化。
・新BIS規制に対応するリスク管理態勢
の検討と構築。

・リスク管理に係
る各種規定の適正
かつ厳正な運用。
・適切な資産自己
査定と償却・引当
の確保。
・市場リスク管理
態勢の高度化。
・新BIS規制に対
応するリスク管理
態勢の検討と構
築。

・左に同じ ・左に同じ ・左に同じ ・リスク管理に係る各種規定に基づき適正かつ厳正な運用を図るとともに、適
切な資産自己査定と償却・引当の確保に努めました。
・市場リスク管理態勢の高度化や新BIS規制に向けての態勢整備に資するた
め、資料・情報収集に努めました。
・12月16日信金中金の信用金庫部より講師を招き、常勤役員、本部部課長を
対象に「統合リスク管理について」の勉強会を実施しました。

・ 概ね計画・目標どおりに進捗しておりま
す。
・ 複雑化する各種リスクに対応するため、
引続き規定の整備・管理態勢の整備・統合
リスク管理態勢の整備の検討を行っていき
ます。

・地域密着型金融の機能強化に向けた土台を強固な
ものとするため、コストとリスクを包含した収益管
理態勢の強化・向上を目指します。また、適正な対
価負担を求めつつ、付加価値の高いサービスを提供
し収益力の向上に努めます。

・ＡＬＭを中心としたリスク管理及び店
別利益管理の徹底。
・収益計画の緻密化・的確化による適正
利潤の確保。
・リスクに見合った貸出金利設定のため
の基準の整備。
・各種手数料の見直しによる収益増強。
・パート等の有効活用、経費削減等によ
るコスト削減。

・ＡＬＭを中心と
したリスク管理及
び店別利益管理の
徹底。
・収益計画の緻密
化・的確化による
適正利潤の確保。
・リスクに見合っ
た貸出金利設定の
ための基準の整
備。
・各種手数料の見
直しによる収益増
強。
・パート等の有効
活用、経費削減等
によるコスト削
減。

・左に同じ ・左に同じ ・左に同じ ・ 毎月1回ALM委員会を開催し、収益見通しの検討と差異分析を実施しまし
た。また、毎月の部店長会議において、その結果を報告するとともに店別利
益管理および経費予算管理についても検討し、収益管理の徹底を図りまし
た。

・ ALM収益管理、店別利益管理、経費予
算管理については、概ね計画どおりに進捗
しました。今後は、収益管理の緻密化・精
微化を図っていきます。
・ 貸出金利設定のための基準の整備・各
種手数料の見直しについては、資料収集
に止まり、引続き検討していきます。

（３）ガバナンス
の強化

・金庫の現状や取組み姿勢を広く知ってもらい経営
の透明性と規律を図る観点から、引き続き、半期情
報開示、ディスクロージャー誌発行、総代会機能の
公表、会員の意見反映する仕組みを実施していくと
ともに内容について充実を図って行く方針です。

・ディスクロージャー誌の内容の見直し
と充実。
・半期情報開示の開示項目の見直しと充
実。
・会員の意見・要望の吸上げ方法と反映
する体制の整備。

・ディスクロー
ジャー誌の内容の
見直しと充実。
・半期情報開示の
開示項目の見直し
と充実。
・会員の意見・要
望の吸上げ方法と
反映する体制の整
備。

・左に同じ ・左に同じ ・左に同じ ・１６年度決算に係るディスクロジャー誌において、貸借対照表・損益計算書
の脚注の充実を図るとともに会計監査人および監事の監査報告書を掲載し
ました。
・１６年度決算に係る総代会において、総代以外の会員の金庫に対する意
見・要望を紹介しました。
・１７年度仮決算に係る半期情報開示において、有価証券情報を「その他保
有」、「満期保有」に区分して開示しました。

・ 少しずつではありますが、開示内容の改
善を図っています。今後とも公表内容の充
実を図り透明性を高めていきます。

（４）法令等遵守
(コンプライアン
ス)態勢の強化

・ コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位
置づけ経営方針に明示し、コンプライアンス態勢の充実
を図る。
・ コンプライアンスに係る関連規程を制定し、制定・改正
の都度、全職員に説明し、周知徹底を図る。
・ 各営業店のコンプライアンス教育・指導実績表をコンプ
ライアンス担当者がコンプライアンス統括部門(総務部)へ
報告を行っている。
・ コンプライアンス統括部門は、四半期に一度コンプライ
アンス担当者会議を開催し、各営業店のコンプライアン
スの取組み状況および今後の方針を検討している。
・ その結果を常勤理事会へ報告し、その後理事会へ報
告している。
・ 監査室は各営業店の事務監査時に下記のチェック項
目により法令遵守状況の点検を行い、不備・不適切があ
れば理事長に報告後、業務部に回付し担当役員による
営業店指導を行い監査のフォローアップを行っています。
○ チェック項目
1.法令遵守(コンプライアンス)態勢適否。
　①コンプライアンスの関係規程の管理状況。
　②コンプライアンス担当者の指導状況。
　③コンプライアンス一般職員用チェックリスト(自己評価
表)に基づき6か月に1回実施、それに基づきＯＪＴしてい
るか。
　④本部発出文書に基づく周知状況。
　⑤持ち出し禁止書類、指定外フロッピーディスク等の所
有持ち出しはないか。
　⑥職員が多重債務に陥るなど生活上の乱れはないか。
2.連続休業の実施状況の点検。

・関連規程の適時見直し。
・各営業店の教育・指導実績表の報告点
検確認。
・コンプライアンス担当者会議による情
報の共有化。
・内部監査による各営業店の点検強化。
・内部監査結果を踏まえた業務部の検査
フォローアップ。

・ 各営業店の教
育・指導実績表の
報告点検確認。
・ コンプライア
ンス担当者会議の
開催(6月、9月)。
・ 内部監査の実
施。
・ 業務部の検査
フォローアップ。

・ 各営業店の教
育・指導実績表の
報告点検確認。
・ コンプライア
ンス担当者会議の
開催(1月、3月)。
・ 内部監査の実
施。
・ 業務部の検査
フォローアップ。

・ 各営業店の教
育・指導実績表の
報告点検確認。
・ コンプライア
ンス担当者会議の
開催(6月、9月)。
・ 内部監査の実
施。
・ 業務部の検査
フォローアップ。

・ 各営業店の教
育・指導実績表の
報告点検確認。
・ コンプライア
ンス担当者会議の
開催(1月、3月)。
・ 内部監査の実
施。
・ 業務部の検査
フォローアップ。

・ H17.4.1より全職員を対象とした5日間の連続指定休業制度を導入し、相互
牽制と事故防止の強化を図りました。
・ H17.4.11、H17.9.6、H17.10.7、H18.1.16にコンプライアンス担当者会議を開
催し、17年度のコンプライアンス基本方針およびコンプライアンスプログラム
の周知と徹底を図りました。また、教育・指導実績報告の内容確認を行うとと
もに、指導実績を常勤理事会とH17.4.21、H17.10.24、開催の理事会に報告を
しました。
・ 監査室による事務監査を実施し、法令遵守状況の点検を行いました。
       H17. 7.26 福町支店
　　  H17. 9.27 金沢支店
　 　 H17.11.28 中央支店
　 　 H17.12.13 本店
・ 監査室の事務監査を受けて、業務部が被監査店に対するフォローアップを
行いました。
　　　H17. 8.10 福町支店
　　　H17.10.14 金沢支店
　　　H17.12. 6 中央支店
　　　H18. 1.12 本店

・ 計画どおりに進捗しました。
・ 引き続き法令遵守態勢の強化に努めて
いきます。

その１

　営業店に対す
る法令等遵守状
況の点検強化等

（１）リスク管理態勢の充実

２）収益管理態勢の整備と収益力の
向上

２．経営力の強化

その２

　協同組織金融
機関におけるガ
バナンスの向上
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進捗状況

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

１８年３月までの進捗状況に対する分析・
評価及び今後の課題（１８年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

備考
(推進計画の追

加・変更)
１８年度

実施スケジュール

項目 17年度
計画(目標設定を含む)

17年４月～１８年３月

（４）法令等遵守
(コンプライアン
ス)態勢の強化

・個人情報の適切な運用を図るため、コンプライア
ンス担当者会議等を通じて管理態勢の向上に取組む
とともに、監査室による臨店監査を通じて改善点に
ついて、業務部による営業店指導を実施します。

・コンプライアンス担当者会議開催によ
る個人情報管理態勢の向上。
・監査室による個人情報管理態勢に係る
臨店監査の実施。
・業務部による個人情報管理態勢に係る
指導の実施。

・コンプライアン
ス担当者会議開催
による個人情報管
理態勢の向上。
・監査室による個
人情報管理態勢に
係る臨店監査の実
施。
・業務部による個
人情報管理態勢に
係る指導の実施。

・左に同じ ・左に同じ ・左に同じ ・ H17.4.11開催のコンプライアンス担当者会議において、17年度の指導・教
育テーマとして個人情報管理態勢の徹底を適時・適切に行っていくこととしま
した。
・ H17.5 全店において「個人情報管理態勢に係る一斉点検」を実施しました。
・ 監査室が、上記に係る監査を17.6.21～6.23全店に対し実施しました。
・ 業務部が事務監査結果のフォローアップの際に、併せて個人情報管理態
勢に係るフォローアップも行いました。
　　　　　　　H17. 8.10 福町支店
　　　　　　　H17.10.14 金沢支店
　　　　　　　H17.12. 6 中央支店
　　　　　　　H18. 1.12 本店

・ 計画どおりに進捗しました。引き続き個
人情報管理の徹底と強化を図っていきま
す。

（５）ＩＴの戦略
的活用

・個人情報保護法への金庫システム全般の見直しを
図るとともに顧客データベース機能の拡充を図りま
す。また、キャッシュカードのセキュリティ問題か
らＩＣキャッシュカードの導入や生態認証について
検討します。

金庫内ＬＡＮシステムにおける検疫ツー
ル等によるセキュリティ強化を図りま
す。
・オンライン端末機器の入替と個人情報
保護法対応に向けた通信回線のセキュリ
ティ向上を行います。
・顧客データベース拡充に向けた共同事
務センター提供のＣＲＭ機能・信用リス
ク機能の導入を行います。

・ 17年11月にコミュニケーションサーバ乗替を行うための移行計画の
策定と光回線の増設を行いました。
・ 17年11月13日にコミュニケーションサーバへの乗替作業を完了し14
日から稼動しました。
・ これにより、センターとの通信回線のセキュリティ強化を図りまし
た。
・ 17年11月14日よりＡＴＭで1日あたりの支払限度額、支払回数の設定
変更、暗証番号キーシャッフル機能を追加しました。
・ 17年12月に金庫集中サーバを導入し、ＣＲＭ機能提供に向けて準備
を開始しました。
・ 18年1月にオンライン端末の入替を行いました。

・ コミュニケーションサーバの導入等
により金庫－センター間において通信
暗号化を実施し、セキュリティ強化を
図ることができました。また、カード
不正使用対策として、支払限度額、支
払回数の設定変更等をＡＴＭに機能追
加しました。
・ ＩＣキャッシュカード、生態認証の
導入に向けた検討をします。また、金
庫内ＬＡＮシステムを含めたセキュリ
ティ強化を図っていきます。

・地域貢献に関する情報開示について、地域の利用
者の利便性向上や信認の確保のため、内容の工夫と
充実を図り分かりやすいものにしていきます。

・地域貢献に関する情報開示の内容の工
夫と充実。

・開示内容の見直
しと開示方法の検
討。

・開示内容の見直
し・充実と開示

・開示内容の見直
しと開示方法の検
討。

・開示内容の見直
し・充実と開示

・H17.7.28に16年度決算に係るディスクロジャー誌を縦覧に供し、地域貢献等
に関する情報を開示しました。また、ホームページにも掲載しました。

・ 内容の見直しの取り組みはできませんで
した。
・ 引続き、検討を重ね充実を図っていきま
す。

・地域貢献に関する情報開示について、地域の利用者の
利便性向上や信認の確保のため、内容の工夫と充実を
図り分かりやすいものにしていきます。

・地域貢献に関する情報開示の内容の工
夫と充実。

・開示内容の見直
しと開示方法の検
討。

・開示内容の見直
し・充実と開示

・開示内容の見直
しと開示方法の検
討。

・開示内容の見直
し・充実と開示

・H17.7.28に16年度決算に係るディスクロジャー誌を縦覧に供し、地域貢献等
に関する情報を開示しました。また、ホームページにも掲載しました。

・ 内容の見直しの取り組みはできませんで
した。
・ 引き続き、検討を重ね充実を図っていき
ます。

・利用者に軸足を置き、満足度を重視した経営を確
立する方策を検討していきます。

・全信協がまとめる「利用者満足度調査の
考え方」を待って、これを参考のうえ、調査
の方法、項目、対象者、時期、頻度、結果
集計、経営への反映、公表等について検討
していきます。

・満足度調査に係る
検討。

・満足度調査に係る
検討と実施。

・満足度調査に係る
検討。

・満足度調査に係る
検討と実施。

・ 満足度調査に係る全信協等の資料収集に努めました。
・ 満足度調査の実施に至りませんでした。
・ 窓口ならびに渉外活動の中で利用者からの利便性向上提案対応策として
3月に本店営業部、福町支店のバリアーフリー化を行いました。その結果、全
営業店のバリアーフリー化が完了いたしました。

・ 資料・情報収集に止まりました。
・ 18年度上期実施に向けて検討を重ねて
いきます。

・現時点では、市および商工団体等に新たな地域再
生のための事業の立ち上げや企画はありませんが、
更に当該団体との情報交換の密度を深め、連携体制
の構築を図ります。また、信金中金とも相談体制を
整えＰＦＩへの取組み支援やまち再生施策のノウハ
ウの習得に取組みます。

・市および商工団体等との情報交換態勢の
構築。
・信金中金とのＰＦＩへの取組み支援やまち
再生施策研修会の受講によるノウハウの
習得。

・信金中金の開催
する地域振興支援
実務研修会の受
講。

・左に同じ ・左に同じ ・左に同じ ・6月24日小矢部市当局との情報交換会に出席しました。
・小矢部商工会と本部担当者と3回にわたって情報交換を行いました。
・現在、特に地域振興のためのプロジェクトの立ち上げはありません。

さらに、前記団体との情報交換を継続し、
地域振興のためのプロジェクト立ち上げ時
には積極的に参加して行く方針です。

・今回、実施する施策の進捗状況や取組みの特色や
これにより得られた成果について独自に利用者に分
かりやすい形でホームページに公表を行います。

・ホームページへ利用者に分かりやすい公
表方法の工夫検討を行います。

・ 利用者に対し、分
かりやすい公表形
式ついて工夫検
討。
・ ホームページに
取組む施策の公
表。

・ホームページへの
公表方法について
工夫検討。
・ホームページに進
捗状況の公表。

・ホームページへの
公表方法について
工夫検討。
・ホームページに進
捗状況の公表。

・ホームページへの
公表方法について
工夫検討。
・ホームページに進
捗状況の公表。

・ H17.9.22に「地域密着型金融推進計画」をホームページにて公表しました。
・ H17.12.14に「地域密着型金融推進計画」の17年度上期の進捗状況をホー
ムページにて公表しました。

・ 計画どおりに進捗しております。
・ 引続き、利用者に分かりやすい公表方
法・内容の検討を図っていきます。４．進捗状況の公表

（３）地域の利用者の満足度を重視
した金融機関経営の確立

（４）地域再生推進のための各種施
策と連携等

その２

　適切な顧客情
報の管理・取扱
いの確保

その２

　充実した分り
やすい情報開示
の推進

（１）地域貢献等
に関する情報開示

その１

　ＩＴの戦略的
活用

３．地域の利用者の利便性向上

その１

　地域貢献に関す
る情報開示

・「金庫内LANシステム」のセキュリ
ティ強化を行います。
・オンライン端末の入替および通信
回線のセキュリティ向上と個人情報
保護法の対応を図ります。

・ 共同事務センター提供のＣＲＭ機
能の導入。
・ 印鑑サーバの乗替と信用リスク機
能の導入。
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