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地域密着型金融推進計画の進捗状況について 



地域密着型金融推進計画(平成17年度～18年度)の結果

1. 平成17年4月から19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 数値目標

達成率
残 高 44,950 44,681 99.40%
期中平残 44,350 44,083 99.40%
残 高 18,800 18,009 95.79%
期中平残 18,450 17,734 96.12%

41.82% 40.30% 96.37%
296 319 107.77%
226 296 130.97%
158 203 128.48%

15.10% 18.16% 120.26%
不良債権比率(金融再生法) 9.00% 7.13% 126.23%

指導先数 12先 12先
ランクアップ先数 8先 3先 37.50%

30件 38件 126.67%

5件 0件 0.00%

(金額単位:百万円)
実績

商工会提携ローン「商工会員
エールローン」の実行件数

担保・保証
に過度に依
存しない融
資の推進

北陸税理士会連携「税理士
紹介経営サポートローン」

税引後当期純利益

19年3月末 19年3月末区　　　　分

預　金

　17年8月に公表しました平成17年度・18年度(17年4月から19年3月まで)を重点期間とします「地域密着型金融推進計画」につきましては、役職員が一丸
となり、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をしました。
　当金庫では、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の公共的使命に徹するとともに、引き続き、「事業再生・中小企業金融の
円滑化」、「経営力の強化」、「利用者の利便性向上」を着実に実践していきます。

　18年度ランクアップ指導12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ず、19年3月期において3先のみのランクアップにとどまりました。ランクアップした事業先は厳し
い環境下にあって売上増加、不良在庫の整理等財務面の改善に積極的に取組んだ結果であります。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・第三者保証人不要融資制度｢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った結果、推進計画中の実行件数は件数で38件、金額で189百万円の実績となりました。

　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。当金庫では、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。

　概ね計画どおりに進捗しました。当金庫では、引き続き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、人
材育成面では職員の資質・能力の向上を図るため外部研修の積極的な受講をいたしました。コンプライアンスの徹底と相互牽制の徹底を図る観点
から、Ｈ18.12に｢コンプライアンス管理要領｣を制定し、さらなるコンプライアンス態勢の充実・強化を図りました。

貸出金

自 己 資 本 比 率

ランク
アップ

預 貸 率 ( 残 高 )
業 務 純 益
経 常 利 益
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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

（２）取引先企業に
対する経営相談・支
援機能の強化

その1

　取引先企業に対
する経営相談・支
援機能の強化

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

・「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。

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

・17年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。
・17年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。
・17年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。
・17年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。
・17年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。
・18年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。
・18年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。
・18年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4月12日～14日北信協主催「企業分析講座」に1名を派遣しました。
・18年4月21日富山県開催「中小企業施策説明会」に1名を派遣しました。
・18年5月23日富山県開催「ものづくり企業支援施策説明会」に1名を派遣しました。
・18年6月19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：「これから
の、ビジネス社会を読取る！」講師富山国際大学教務部長長尾冶朗氏)を実施しました。
・18年6月21日ＴＫＣ開催「18年度創業・経営革新情報連絡会」に1名を派遣しました。
・18年9月20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。
・18年10月11日～13日に北信協主催｢融資審査講座｣に1名を派遣し審査能力の向上を
図りました。
・18年10月11日北信協ビジネスフェアー実行委員会主催｢しんきん合同ビジネスフェアー｣
に取引先企業2社が出展し、また取引先39名が来場参加しました。
・18年10月11日～13日北信協主催｢融資審査講座｣に1名を派遣し新創業及び新事業に
対する目利き及び審査能力能力の向上を図りました。
・18年10月17日～19日北信協主催｢企業ランクアップ講座｣に1名派遣し経営相談能力の
向上を図りました。
・18年11月7日～9日北信協主催｢税務相談講座｣に1名を派遣し税務相談能力向上を図
りました。
・18年11月27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：「食材を
活かした地域活性化」講師(財)地域振興研究所主任研究員谷本亙氏)を実施しました。

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
活用および県単独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

・17年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、新創業支援対象先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。
・17年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(参加者23名)を実施し、目利き力の向上を図りました。
・17年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。
・17年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。
・17年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。
・18年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。
・18年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の交換を行い連携強化を図りました。
・18年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4月12日～14日北信協主催「企業分析講座」に1名を派遣しました。
・18年4月21日富山県開催「中小企業施策説明会」に1名を派遣しました。
・18年5月23日富山県新世起産業機構開催「ものづくり企業支援施策説明会」に1名
を派遣しました。
・18年6月21日ＴＫＣ北陸会主催「18年度創業・経営革新情報交換会」に1名を派遣
しました。
・18年9月20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の交換を行い連携強化を図りました。
・18年10月11日～13日北信協主催｢融資審査講座｣に1名を派遣し新創業及び新事業に
対する目利き及び審査能力能力の向上を図りました。
・18年12月4日｢北陸地区産業クラスターサポート金融会議合同分科会｣に1名を派遣
し、創業・ベンチャー支援、技術等の目利き力の向上を図りました。
・18年12月15日北陸税理士会｢無担保融資制度提携金融機関等との金融懇話会｣に1名
を派遣し税理士会及び参加金融機関と情報交換を行いました。
・19年2月20日「富山県内金融機関との新連携事業意見交換会」に1名を派遣し参加
金融機関と情報共有・意見交換を図りました。

・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

・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。

・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。

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～１９年３月

備考
(推進計画の追

加・変更)

１９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（１９年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

・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19年3月末
における実績は38件189百万円となり、
地域密着型金融推進計画(2年間)の実行
目標30件に対し、達成率126.7%となり
計画目標を達成しました。
・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
携を深め融資条件の変更等を行い実績
計上に取組む方針であります。
・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。

・「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。

・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。
・18年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2社
が出展し、ビジネス・マッチングに積極的に
参加しました。19年度も引続き北信協主催
による｢しんきん合同ビジネスフェアー｣の
開催(9月19日)が決定しており、今回は取
引先企業3社の出展を予定し、引続き積極
的に参加する方針であります。
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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～１９年３月

備考
(推進計画の追

加・変更)

１９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（１９年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

（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。

・17年8月30日｢地域密着型金融推進計画｣におけるランクアップのための取組み方針を
ホームページに公表いたしました。
・17年度上期のランクアップの内容について17年12月14日ホームページに公表しました。
・18年5月15日に17年下期のランクアップの内容についてホームページに公表しました。
・18年5月15日に18年度のランクアップ指導改善12先と業種別、具体的な改善取組み策に
ついてホームページに公表しました。
・18年11月1日にホームページに18年度上期における要注意債権健全化に係る指導内容
等について公表しました。
・18年11月13日にミニディスクロ誌により18年9月期における要注意債権等の内容について
公表しました。

漸次、公表内容の充実に取組んで来まし
た。引続き公表内容の充実に取組んで行く
方針であります。

その３
　健全債権化等の
強化に関する実績
の公表等

・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。

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

・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。

・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。

地域密着型金融推進計画の18年度におけ
るランクアップ対象先12先を選定し8先のラ
ンクアップを目指し、金庫と対象先との同
一認識のもとに経営改善によるランクアッ
プを目指しました。しかし、選定先企業は
全体的には景気回復による受注面の改善
は進んだものの元請企業にたいする依存
体質から収益面の改善は進まず厳しい状
況でありました。従って、多くの企業は財務
面までの改善にはつながらず、結果目標8
先に対するランクアップは3先(37.5%)のみ
にとどまりました。ランクアップした3先の業
種は製造業1先、不動産業1先、医療保険
業1先であります。当該企業は業況の厳し
い中にあって、事業再生への積極的取組
みによる財務の改善に取組んだものです。
なお、ランクアップ指導先の遊休資産処分
や人件費等による改善策は限界に来てお
り、今後は棚卸在庫の管理、売上増加に
向けた指導が重要と考えておりビジネス・
マッチング情報の提供等に取組むとともに
引き続きランクアップ先選定よる取引企業
の健全化に取組む方針であります。

・ランクアップ対象16先を選定し、改善策について17年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。
・17年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。
・17年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。
・17年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。
・17年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。
・18年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。
・18年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4月12日～14日北信協主催「企業分析講座」に1名を派遣しました。
・17年度ランクアップ見込先は16先のうちランクアップ1先(小売業)でありました。
・18年4月12日～14日北信協主催「企業分析講座」に1名を派遣しました。
・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、引続き改善指導は図って行きますが、18
年度ランクアップ見込先からは除きました。
＊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
・18年10月11日～13日北信協主催｢融資審査講座｣に1名を派遣し目利き及び審査能力能
力の向上を図りました。
・18年10月17日～19日北信協主催｢企業ランクアップ講座｣に1名派遣し要注意債権の健全
化に対する経営相談指導能力の向上を図りました。
・18年12月4日～6日に信金中金主催｢中小企業経営改善支援実務研修｣に1名を派遣し目
利き力及び再生支援能力の向上を図りました。
・19年3月8日富山県中小企業再生支援協議会主催｢企業再生セミナー｣に1名派遣し再生
計画書の作成のポイント等再生支援能力の向上を図りました。

・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。
・ランクアップ先の
実績を店舗業績表
彰の対象としまし
た。
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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～１９年３月

備考
(推進計画の追

加・変更)

１９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（１９年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

・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。

・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。

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。引続き改善を指導し、事業
再生に取組む方針であります。

・全信協等業界団体の開催するＤＤＳ、ＤＥ
Ｓ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。

・17年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。
・17年12月12日に富山県中小企業再生支援協議会主催による「事業再生実務家セミナー」
に1名派遣し、当該職員により18年3月27日に金庫内研修（受講者25名）を実施しました。
・18年10月17日～19日北信協主催｢企業ランクアップ講座｣に1名派遣し要注意債権の健全
化に対する経営相談指導能力の向上を図りました。
・18年12月4日～6日に信金中金主催｢中小企業経営改善支援実務研修｣に1名を派遣し目
利き力及び再生支援能力の向上を図りました。
・19年3月8日富山県中小企業再生支援協議会主催｢企業再生セミナー｣に1名派遣し再生
計画書の作成のポイント等再生支援能力の向上を図りました。

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。

・ ランクアップ対象16先を選定し、改善策について17年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。
・ 5月20日、24日に17年度における｢破綻懸念先以下(通期)｣、｢その他要注意先(上期)｣及
び｢要管理先(上期)｣の整理改善方針について、本部と営業店長とヒアリングを実施し、本
部と営業店が一体となった取組み展開をすることを確認いたしました。
・ 17年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。
・ 17年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。
・ 17年11月11日、14日、18日｢その他要注意先｣及び｢要管理先｣の上期における整理改善
結果及び下期の整理改善方針について、本部と営業店長とヒアリングを実施いたしまし
た。
・ 17年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。
・ 17年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。
・ 18年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。
・ 18年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4月12日～14日北信協主催「企業分析講座」に1名を派遣しました。
・ 17年度ランクアップ見込先は16先のうちランクアップ1先(小売業)でありました。
・ 18年4月12日～14日北信協主催「企業分析講座」に1名を派遣しました。
・ 18年5月10日、17日、18日、20日に18年度のランクアップ見込先選定に係る本部と営業店
長とヒアリングを実施し、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、引続き改善指導は
図って行きますが、18年度ランクアップ見込先からは除きました。
＊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
・ 18年5月10日、17日、18日、20日に17年度における｢破綻懸念先以下(通期)｣、｢その他
要注意先(下期)｣及び｢要管理先(下期)｣の整理改善結果及び18年度における整理改善方
針について、本部と営業店長とヒアリングを実施し、本部と営業店が一体となった取組み展
開をすることを確認いたしました。
・ 18.9.12～14北信協主催｢債権管理回収講座｣に1名を派遣し債権管理回収の能力向上を
図りました。
・ 18年10月11日～13日北信協主催｢融資審査講座｣に1名を派遣し目利き及び審査能力能
力の向上を図りました。
・ 18年10月17日～19日北信協主催｢企業ランクアップ講座｣に1名派遣し要注意債権の健全
化に対する経営相談指導能力の向上を図りました。
・ 11月10日～15日に18年度における｢破綻懸念先以下(通期)｣及び｢その他要注意先(上
期)｣及び｢要管理先(上期)｣の整理改善結果について、本部と営業店長とヒアリングを実施
するとともに、下期における整理改善指導方針についてヒアリングを実施し、本部と営業店
が一体となった取組み展開することを確認いたしました。
・ 18年12月4日～6日に信金中金主催｢中小企業経営改善支援実務研修｣に1名を派遣し目
利き力及び再生支援能力の向上を図りました。
・ 19年3月8日富山県中小企業再生支援協議会主催｢企業再生セミナー｣に1名派遣し再生
計画書の作成のポイント等再生支援能力の向上を図りました。

（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１
　事業再生に向けた
積極的取組み
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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～１９年３月

備考
(推進計画の追

加・変更)

１９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（１９年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

　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。

地域密着型金融推進計画(17年度、18年
度)中において売掛債権担保保証制度融
資等の融資実績はありませんでした。
19年4月9日より資金調達手法の多様化策
の一環として信金中金とリース会社の共同
保証による｢設備担保信用補完制度(しん
きんＭＥサポート)｣の取扱を開始。
・ 引き続き資金調達手法の多様化商品の
取扱及び対象先への案件成約に向け推進
を図る方針であります。また、北陸税理士
会連携｢税理士紹介経営サポートローン｣
の融資条件等の見直を行い利用しやすい
商品内容に取組む方針であります。

・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、17年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。
・18年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。
・18年9月25日に「融資受付・審査・実行管理表(兼謝絶管理表)」を制定し融資案件
の進行管理を徹底するとともに、謝絶案件について説明体制の整備を図りました。
・18年9月28日に全店に対し「苦情・相談の報告の徹底について」通達は発出し、改
めて営業店で受付けた全ての苦情について本部へ報告するよう指示いたしました。
・18年12月よりコンプライアンス担当者会議を四半期から毎月開催といたしまし
た。
・18年12月1日付｢コンプライアンス管理要領｣を制定し法令遵守ならびに相談苦情処
理機能のさらなる充実強化を図りました。

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。
また、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。

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦
情処理機能の強化

・ 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。

・ 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。

・ 17年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。
・ 17年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。
・ 17年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。
・ 17年11月11日、14日、18日に上期における｢与信額1億円以上(正常先)｣の業況、｢その他
要注意先｣及び｢要管理先｣の整理改善結果について、本部と営業店長とヒアリングを実施
するとともに、18年度下期における融資方針ならびに整理改善指導策について本部と営業
店長とヒアリングを実施し、本部と営業店が一体となった取組み展開することを確認いたし
ました。
・ 17年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。
・ 17年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。
・ 18年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。
・ 18年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年度上期中に3件12
百万円を実行しました。
・ 18年4月12日～14日北信協主催「企業分析講座」に1名を派遣しました。
・ 18年4月21日富山県開催「中小企業施策説明会」に1名を派遣しました。
・ 18年5月23日富山県新世起産業機構開催「ものづくり企業支援施策説明会」に1名を派遣
しました。
・ 18年6月21日ＴＫＣ北陸会主催「18年度創業・経営革新情報連絡会」に1名を派遣しまし
た。
・ 18年9月20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の交換を行い連携強化を図りました。
・ 18年10月17日～19日北信協主催｢企業ランクアップ講座｣に1名派遣し要注意債権の健
全化に対する経営相談指導能力の向上を図りました。
・ 18年11月10日～15日18年度上期における｢与信額1億円以上(正常先)｣の業況、｢その
他要注意先｣及び｢要管理先｣の整理改善結果について、本部と営業店長とヒアリングを実
施するとともに、18年度下期における融資方針ならびに整理改善指導策について本部と営
業店長とヒアリングを実施し、本部と営業店が一体となった取組み展開することを確認いた
しました。
・ 18年12月4日～6日に信金中金主催｢中小企業経営改善支援実務研修｣に1名を派遣し
目利き力及び再生支援能力の向上を図りました。
・ 19年3月8日富山県中小企業再生支援協議会主催｢企業再生セミナー｣に1名派遣し再生
計画書の作成のポイント等再生支援能力の向上を図りました。
・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年度中に13件57百万
円を実行しました。

（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
・ 具体的に取組策に基づいて対応して
行くこととします。

・ 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。

・「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。

・「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。

・ 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。

①　担保・保証に過度に依存しない融資の推進
・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19年3月末におけ
る実績は38件189百万円となり、地域密着
型金融推進計画(2年間)の実行目標30件
に対し、達成率は126.7％となり目標を達成
いたしました。過度の担保・保証に依存し
ない融資の対応商品として、引続き推進に
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。
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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～１９年３月

備考
(推進計画の追

加・変更)

１９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（１９年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

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。

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。

・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。

・ 18年度研修計画に基づき、17年度
と同様の取組を行う。

・ 北信協主催の7講座に15名派遣しました。
債権管理回収講座　　　1名　H17.4.13～15(3日間)
         　　　　　　 1名　H18.9.12～14(3日間)
企業ランクアップ講座　1名　H17.5.23～25(3日間)
　　　　　　　　　　　1名　H18.10.17～19(3日間）
融資渉外講座　　　　　1名　H17.6. 7～ 9(3日間)
                  　　1名　H18.5.10～12(3日間)
                      1名　H18.6.13～15(3日間)
営業店F・A養成講座　　1名　H17.7.12～15(4日間)
                      1名　H18.7.11～14(4日間)
融資審査講座　　　　　1名　H17.10.18～20(3日間)
　　　　　　　　　　　1名　H18.10.11～13（3日間）
企業分析講座　　　　　1名　H17.11.8～10(3日間)
                      1名　H18.4.12～14(3日間)
税務相談講座　　　　　1名　H18.1.17～19(3日間)
　　　　　　　　　　　1名　H18.11.7～9（3日間）
・17年 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。
・17年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。
・17年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。
・17年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。
・18年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。
・18年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。
・18年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｣
・18年4月21日富山県の「中小企業施策説明会」に1名を派遣しました。
・18年5月23日富山県新世紀産業機構の「ものづくり企業支援施策説明会」に1名を
派遣しました。
・18年6月21日TKCの「18年度創業・経営革新情報交換会」に1名を派遣しました。
・18年10月11日～13日北信協主催｢融資審査講座｣に1名を派遣しました。
・18年10月17日～19日北信協主催｢企業ランクアップ講座｣に1名派遣しました。
・18年12月4日～6日に信金中金主催｢中小企業経営改善支援実務研修｣に1名を派遣
しました。
・18年12月4日｢北陸地区産業クラスターサポート金融会議合同分科会｣1名を派遣し
ました。
・19年2月20日｢富山県内金融機関との新連携事業意見交換会｣に1名を派遣しました。
・19年3月8日に富山県中小企業再生支援協議会主催｢企業再生セミナー｣に1名派遣
しました。

・ 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、教育訓練計画に
基づ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
上を図りました。
今後も人材育成策の一環として北信協
等業界団体の開催する研修会ならびに
各機関の主催する会議、研修会等に積
極的に参加する方針であります。

（６）人材の育成
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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～１９年３月

備考
(推進計画の追

加・変更)

１９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（１９年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

・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。
・ 17年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。
・ 18年5月18日日本銀行の「金融高度化セミナー」に2名派遣しました。
・ 18年8月2日全信協の「新しい自己資本比率規制(バーゼルⅡ)に関する説明会」に2名派
遣しました。
・ 18年9月27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
「新自己資本比率規制」の勉強会を実施しました。
・ 19年2月20日地区協主催の「共同事務センターのバーゼルⅡ対応及び自己査定システ
ムに係る研修会」に3名派遣しました。
・ リスク管理に関する次の規程を理事会の承認を得て、改正・整備を図りました。
　　　　18年10月26日　「有価証券の時価会計処理基準」、「有価証券等の保有目的区分要
領」の一部改正
　　　　19年 1 月19日　「リスク管理の基本方針」、「流動性リスクの管理方針」、「緊急時の
資金手当等対応マニュアル」、「資産自己査定基準」、「償却・引当基準」の一部改正

・ 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、
説明会等への参加を行い、知識の吸収と
情報収集に努め、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ております。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っております。
・ 18年11月27日短期プライムレート(基準金利)の決定方法について見直し改訂をしました。
・ 19年1月4日貸出金標準金利表の改訂を実施しました。

・ 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。
・ 各種手数料の見直しについては、資料
収集に止まりました。引続き検討をしてい
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の監査報告、監事の監査報告を掲載しました。
・ 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、有価証券を「その他保有」、「満期保有」に
区分して開示しました。
・ 17年度決算に係るディスクロジャー誌において、「財務諸表の正確性に係る内部監査の
有効性の確認」、「利用者の満足度向上にかかるアンケート調査の結果」について掲載しま
した。
・ 18年度仮決算に係る半期情報開示において、「業種別貸出金」の状況を新たに開示しま
した。
・ 以上についてホームページにても開示しております。

・ 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

その１

　営業店に対す
る法令等遵守状
況の点検強化等

・ 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。

（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

・ 17年4月1日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。
・ コンプライアンス教育・指導実績を理事会に報告しました。　 17年 4 月21日　16年度下期
分
17年10月24日　17年度上期分
18年 4 月19日　17年度下期分
18年10月26日　18年度上期分
・ コンプライアンス基本方針及びコンプライアンスプログラム実施計画表について理事会の
承認を得ました。
18年 3 月23日　18年度分
・ コンプライアンスに関する次の規程を理事会の承認を得て、改正・整備を図りました。
　　　　18年10月26日　「コンプライアンスマニュアル」、「コンプライアンスプログラム」、「賞罰
委員会規程」の一部改正及び「疑わしい取引の届出に関する事務取扱規程の制定
　　　　19年1月19日　「コンプライアンス管理要領」の制定
・ 四半期毎に開催していたコンプライアンス担当者会議を18年12月より毎月開催(必要に
応じて随時開催)とし、苦情等報告に係る共通認識と対応について即応していく態勢としま
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。
　　　１７年　７月２６日  福町支店　　　　１７年　９月２７日　金沢支店
　　　１７年１１月２８日  中央支店　　　　１７年１２月１３日  本店営業部
　　　１８年　７月１２日　金沢支店　　　　１８年　９月２０日　福町支店
　　　１８年１１月１４日　本店営業部　　 １９年　２月１４日　中央支店
・ 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。
　　  １７年　８月１０日　福町支店　　　　 １７年１０月１４日  金沢支店
　　  １７年１２月　６日  中央支店 　　　　１８年　１月１２日  本店営業部
　　  １８年　８月１４日　金沢支店　　　　 １８年１１月１４日　福町支店
　　　１９年　２月　２日　本店営業部 　 　１９年　３月２７日　中央支店

・ 引き続き法令遵守態勢の強化に努めて
いきます。

・ 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。
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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～１９年３月

備考
(推進計画の追

加・変更)

１９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（１９年３月までの成
果、今後の課題に対する対応方針を含む）

（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 ・ 17年4月11日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。
・ 17年5月 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年6月21日～6月23日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。
　　１７年　８月１０日 福町支店　　　 １７年１０月１４日 金沢支店
　　１７年１２月　６日 中央支店　　 　１８年　１月１２日 本店営業部
    １８年　８月１４日 金沢支店   　　１８年１１月１４日 福町支店
    １９年　２月　２日　本店営業部　 １９年　３月２７日　中央支店
・ 18年10月26日開催の理事会において、「個人データの安全管理に係る取扱規程」の一部
改正を行いました。

・ 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。
・19年2月に印鑑サーバの乗替を行いました。
・ＣＲＭ機能提供に向けて準備を進めております。

・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

・ 17年7月28日に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。
・ 18年7月31日に17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

・ 17年7月28日に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。
・ 18年7月31日に17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。

・引き続き、検討を重ね開示内容の充実を
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。

・ 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18年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。
・ 18年6月12日～30日にかけて利用者114先に対し、満足度のアンケート調査を実施しまし
た。
・ 18年7月10日に利用者満足度のアンケート調査結果についてホームページに公表しまし
た。
・ 引続き店舗建物について利用者の満足度向上のためのハード面の整備充実を検討しま
した。19年度中に実施することといたしました。

18年6月12日～30日に実施した利用者満
足度調査の結果、概ね満足とする結果で
ありましたが、｢商品内容の説明に対する
満足度｣に係る質問項目に｢やや不満足｣と
回答した利用者の意見(11件)がありまし
た。結果を踏まえて、さらに顧客の立場に
立った丁寧かつキメの細かい説明態勢の
確立に取り組むよう18年7月19日開催の部
店長会議で確認いたしました。
ついては、19年度も再度利用者満足度の
アンケート調査を実施しさらなる顧客満足
度の向上に取組む方針であります。

・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 ・ 17年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4回情報交換を実施いたしました。
・ 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。
・ 18年2月23日～24日に信金中金主催の「地域振興支援実務研修」に1名を参加させまし
た。また、受講者を講師として金庫内研修を平成18年3月27日に実施しました。(参加者25
名)
・ 18年3月13日に小矢部商工会と地域再生に係る情報交換を行い、連携強化を図りまし
た。
・ 18年9月20日に小矢部商工会と地域再生に係る情報交換を行い、連携強化を図りまし
た。
・ 19年2月16日小矢部商工会と地域再生に係る情報交換を行い、連携強化を図りました。

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。

・ 17年9月22日に「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。
・ 17年12月14日に「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。
・ 18年5月15日に「地域密着型金融推進計画」の17年度下期の進捗状況をホームページに
て公表しました。
・ 18年7月10日に｢利用者満足度のアンケート調査結果｣についてホームページに公表しま
した。
・ 18年11月6日に「地域密着型金融推進計画」の18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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