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 基  本  方  針 

１．当金庫の事業地域の状況 

(1) 地域経済の現況 

  日本銀行金沢支店が１７年６月に発表した「北陸の金融経済月報」によれば、北陸の景気は、「緩やかながら回復を

続けており、輸出、生産などにおける調整の動きも徐々に弱まりつつある」とし、最終需要面では「当地企業の設備投

資計画は引続き前年を上回って、個人消費も持ち直しの動きを続けている」としています。また、富山県の景況も、緩

やかながら回復を続けて、生産面などにも持ち直しの動きが明確化しており、一方最終需要面で見ると個人消費は持ち

直しの動きが続いているほか、企業の設備投資は増額修正の動きがみられるなど堅調に推移していること。雇用面では、

有効求人倍率が１３か月連続で１倍を超えるなど着実な改善を続けているほか、名目賃金も前年を上回って推移してい

るとしています。 

当金庫の主要営業基盤である小矢部市は、特にこれといった地場産業はなく、当金庫の取引先中小企業の産業別分布

状況は、金属製品・繊維工業・プラスチック製品・一般機械器具・食料品といった製造業、公共事業受注を主体とする

建設業、卸売・小売業、サービス業といった構成となっています。 

さらに、小矢部市は、「小矢部市統計書」によれば、ここ数年にわたり人口が減少し、近年は地域経済の中心である

中小企業の新規創業(小矢部商工会加入者ベース調：１４年度４件、１５年度４件、１６年度５件)も少ない状況にあり

ます。既存の中小企業は、当金庫の貸出審査案件からみた場合、依然バランスシートの改善過程を脱しておらず、前向

きの資金需要は依然停滞している実態であります。 

 

(2) 地域経済の見通し(今後２年間) 

  政府の経済財政白書によれば、景気の現状を、バブルの負の遺産である雇用、設備、債務の３つの過剰がほぼ解消し

たことから、政府支出によらない民需中心の自律回復の姿が実現しつつあると捉え、重点強化期間となる今後２年間に

「守りの改革」から新しい成長の基盤をつくるための｢攻めの改革｣に転じる必要性を強調しています。 
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  前回リレーションシップバンキングに基づく集中改善期間は所期の目的をほぼ達成したことから、１７年度から始ま

る２年間の重点強化期間では、これまでの成果を持続的な成長につなげるとともに、新たな成長に向けた基盤の強化が

課題としています。１７年にはそれに向けた動きが徐々に現れているとしています。背景には、好調な企業部門と底堅

い家計部門といったマクロ経済の環境とともに、主要行の不良債権比率が１７年３月期に３％を下回り、金融システム

不安が解消するなど、バブル崩壊後の負の遺産を克服し、足腰の強い経済構造になりつつあることがあげられています。 

また、雇用情勢は、ここ数年、リストラによって労働分配率が低下していたが、長期的な均衡水準に入り、過剰雇用

改善により労働市場の需給改善が実現、消費を押し上げています。１９年に控えた団塊の世代の大量退職による大きな

変化が、経済成長の着実さが増すか否かのかぎとなり、また、原油高や輸出の伸び悩み等の懸念材料はあるが、それら

が景気後退の契機となる可能性は低く、景気は今後も緩やかに回復して行く可能性が高いと判断しています。 

北陸の経済は、こうした国内外経済の推移に多少のタイムラグを保ちながら推移すると思われます。 

小矢部市の経済は公共事業の縮小等構造的要因による厳しい状況から、民活による経済転換が大きな課題となること

が予想されます。 

 

２．当金庫の単年度事業計画をもとにした戦略概要 

 (1) 当金庫の顧客特性 

   当金庫の主要営業基盤である小矢部市の産業別就業構造は、県内９市平均で見て第１次産業および第２次産業のウエ

イトが高く、第３次産業のウエイトが低い。また、第 1次産業の就業者数は農業がほとんどであり、第２次産業では製

造業についで建設業が多い、第３次産業ではサービス業、卸売・小売・飲食店、運輸・通信業でその大半を占め、さら

に、第２次産業の製造業においては、金属製品、衣服・その他繊維製品、輸送用機械器具、繊維工業、食料品、プラス

チック製品がその大半を占めています。 

   こうした中で、当金庫の融資残高による１７年７月末現在の小矢部市における融資先の業種別構成割合は製造業１

９％、非製造業８１％となっています。また、法人、個人構成割合は法人５２％、個人４８％でほぼ半々となっていま

す。 
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(2) 当金庫の強み 

   信用金庫は、協同組織による地域金融機関であります。こうした考え方を念頭に当金庫経営では、一人ひとりの会員・

顧客の顔が見え、彼らの考え方をよく理解した、地縁・人縁による心を通わすことができる｢良好な関係づくり、ご縁

づくり｣に力点を置いてきました。これによって、当金庫は、｢近くて便利｣、｢きめ細かで親切｣という強みを確立して

きました。そして、これらの強みに加えて、協同組織金融機関として、単に短期的な損得にとらわれず、会員・顧客の

痛みを分かち合うことにより、会員・顧客の長期的発展への貢献を目指してきたことから生まれた当金庫と会員・顧客

との間の「長期的信頼関係」を醸成してきました。こうしたことが主因となって、預貸金の地域内に占めるシェアーは

高く、さらに健全経営を旨とした経営方針から「会員勘定」に占める「無コスト資金」のウエイトが高く、「自己資本

比率」は、高率を確保しています。さらに、機械化、IT にも積極的に投資を行って来ました。 

 

(3) 当金庫が目指している姿 

全国信用金庫協会が作成した長期経営計画「しんきんチャレンジ 21」の 

最終年度となり、当金庫では、これらの課題を踏まえて平成１７年度事業計画を策定し、一つひとつ着実に実践し、よ

り強固な経営基盤の確立に努め、地域において地域密着型金融推進機能を最も有効かつ適切に発揮しうる立場にあるこ

とを自覚するとともに、裾野金融に徹し、地域社会との共生を基本理念として、その持てる機能を十分に発揮し、強靭

で活力ある信用金庫として地域社会に磐石の基礎を築くことにおきました。 

平成１７年度に取組むべき課題 

   ① 強固な経営基盤の確立による信頼性の向上 

     当金庫が積極経営への転換を図って行くためには、独自性の発揮とともに、より強固な経営基盤の確立が重要で

あります。そのためには、地域密着、地縁・人縁という当金庫の特性、強みを活かしつつ、｢目利き力｣や｢企業再

生支援力｣を高め、小口多数取引の推進に努力するものとします。 

     さらに、渉外活動の強化により地域の融資シェアーアップを図るため、資金ニーズを掘り起こし貸出基盤の拡充
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を図って行くこととし、加えて、担保偏重、過剰保証のあり方について見直しを行うとともに、新たな金融手法の

研究にも積極的に取組んで行くものとします。 

  

② 強靭な経営体質の確立による健全性の確保 

   当金庫が競争に耐え得る強靭な経営体質を確立するためには、リスクに見合った貸出金利の設定、各種手数料収

入の増大、低コスト体質の構築などによる収益力の強化とそれによる自己資本の充実が欠かせません。さらに、様々

な規制緩和の進展や金融・情報技術の革新により、より付加価値の高い金融サービスの提供に向けた取組み、およ

び融資実行後のモニタリング、リスク全般を捉える統合リスク管理体制の整備を図り、経営の健全性確保に努める

ことといたします。 

 

③ 人事諸制度の整備と人材育成 

当金庫が地域社会から期待され、信頼される金融機関であるためにも職員一人ひとりの担う役割が益々大きくな

っています。信用金庫職員として顧客ニーズに応えられる業務知識と倫理観・使命感をもった人材の育成、中小企

業と歩む“目利き力”や“企業再生支援力”等の養成が求められます。また、信用金庫の特性を発揮するためには、

職員の能力・適性に個性・持ち味、コミュニケーション能力等の人間性を加味した総合的な力、すなわち「人間力」

の育成とそれを活かす人事制度の確立が重要であります。 

このため、平成１７年度においては「評価から育成へ」をキャッチフレーズとして、研修等各種の施策を積極的

に実施することといたします。 

 

(4) 当金庫が優先事項としている経営課題と具体的な取り組み 

① 財務戦略 
強靭な経営体質の確立による健全性の確保を図るため、次の事業計画 

   を策定いたしました。 
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   イ 不良債権の積極的処理と資産内容の健全化 

   ロ 自己資本の充実および収益管理の徹底 

   ハ 事務管理の徹底 

   ニ 多様化・高度化する顧客ニーズへの対応と機能の充実強化 

   ホ 各種リスクの管理 

② 顧客戦略 
経営理念の徹底による強固な経営基盤の確立による信頼性の向上を図るため、次の事業計画を策定いたしました。 

イ 顧客ニーズに適合する経営戦略の再構築と地域シェアーの拡大  

ロ 地域管理、顧客管理、行動管理の強化・徹底 

ハ 貸出先の開拓・深耕の積極化 

ニ 個人取引への積極的推進 

ホ 顧客の組織化等の積極的推進 

へ 「金融改革プログラム」への対応 

③ 業務プロセス改革 
経営管理体制を一層強化するため、次の事業計画を策定いたしました。 

   イ リスクマネジメント・コンプライアンス体制の強化 

   ロ 渉外職員のマーケティング情報の収集および分析による情報生産能 

 力の向上と顧客相談機能の充実 

ハ 会員・顧客別収益管理体制の充実・強化 

ニ 審査プロセスの見直し、各種業務プロセス簡素化の検討 

④ 人材教育戦略 
金融環境の変化に適応する人材を育成するため、次の事業計画を策定 

いたしました。 
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イ 多様化・高度化する顧客ニーズに応えられる幅広い業務知識などの専門知識を有する人材育成 

ロ 職員個々の有する能力・適正・持ち味・コミュニケーション能力等の人間性を加味した人事管理制度の確立 

ハ 信用金庫人としてのモラルの向上と内部規律の遵守 

ニ コンプライアンスの徹底による顧客、地域社会との信頼関係の強化 

ハ 業績のフォローアップ（成果の点検・分析・総括）とフィードバッ 

 ク（処遇・教育・訓練）の徹底 

ニ 職能資格制度の充実と面接・育成を重視した人事考課の徹底 

ホ  OJT および QC 活動の推進による職場の活性化 

へ 役職員相互の意思疎通による協力体制の強化 

ト 中間管理職のリーダーシップと率先垂範の確立 

チ 職員の能力向上のための意識改革と学習する風土づくり（通信講 

座・検定試験の積極的受講） 

  

(5) 計画の期間 

上記の内容は、単年度計画をもとに、平成１７年４月１日から平成１９年３月３１日に修正したものであります。 

 

３. ２年後の当金庫の姿 

  ２の(3)の｢当金庫が目指している姿｣に一歩でも近づけていくためには、地域密着型金融推進計画に基づいて得られる情

報を有効に活用しつつ、①強固な経営基盤の確立による信頼性の向上、②強靭な経営体質の確立による健全性の確保、③

人事諸制度の整備と人材の育成自助努力を早急に進めるとともに２の(4)の｢当金庫が優先事項としている経営課題と具

体的な取組」を鋭意実践に移していかなければなりません。これらをこの２年で集中的に取組むことによって、当金庫の

機能を一層強化し、事業再生・中小企業の円滑化による地域社会の再生・活性化、経営力の強化による収益力の向上なら

びに顧客の利便性向上を目指します。
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４．数値目標 

  地域密着型金融推進計画期間中に達成すべき数値目標は以下のとおりであります。       

(金額単位：百万円) 

 
区    分 

１７年３月末 

(参考) 
１９年３月末 

対17年3月末比

残     高 ４３，７４９ ４４，９５０ １，２０１ 預

金  期 中 平 残 ４３，１０６ ４４，３５０  １，２４４ 

 残     高  １８，３４１ １８，８００ ４５９ 貸

出  期 中 平 残  １７，９６１ １８，４５０ ４８９ 

預 貸 率 (残高) ４１．９２％ ４１．８２％ ▲０．１０％ 

業 務 純 益 ３８１ ２９６ ▲８５ 

経 常 利 益 ２４４ ２２６ ▲１８ 

税引後当期純利益 １５１ １５８      ７ 

自 己 資 本 比 率 １４．８８％ １５．１０％ ０．２２％ 

不 良 債 権 比 率 

(金融再生法) 
９．３１％ ９．００％ ▲０．３１％

指 導 先 数 １４先 １６先 ２先 ランク

アップ ランクアップ先数  ７先 ８先 １先 

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 

 

３０件 

  

北陸税理士会連携「税

理士紹介経営サポー

トローン」 

 

５件 
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 取組項目の実施計画 

1. 事業再生・中小企業金融の円滑化に係る取組み方針 
  リレーションシップパンキング機能強計画に基づく集中改善期間(１５年・１６年度)においては改善意欲が高く、可能

性が高いランクアップ見込み１４先を選定し、指導改善に努めた結果、７先についてランクアップいたしました。 

  しかしながら、主要営業地域である小矢部市内の事業者は小規模零細事業先が多く、依然バランスシートの改善途上に

あり、当金庫としてはランクアップにならなかった７先を含む全要注意先以下の債務者について健全化に継続して取り組

むことが地域再生につながり、地域金融機関としての責務であると認識しております。 

  よって、地域密着型金融推進計画に基づき、今後２年間(１７年度、１８年度)の中で営業店と本部の共通認識よる債務

者の健全化を指導する方針であります。 

ついては、集中改善期間に実施した営業店長と年２回(上期、下期)、要注意先以下全債務者の改善方針についてヒアリ

ングを継続実施し、意見・方針の共通化を図り債務者の健全化指導を実施します。また、そのための職員の目利き力およ

び指導能力の一層の向上を図る必要があると認識しており、業界団体等の主催する外部研修を積極的に受講させ、それに

基づき金庫内研修を実施し全体の能力の向上を図ることとします。 

  当金庫の主要営業基盤とする小矢部市や商工団体等関係機関との連携をさらに深めることとし、しんきんビジネス・マ

ッチング情報等当金庫が取得した各種経営情報の提供や地域ニーズの実現化に努めます。一方、国民生活金融公庫等政府

系金融機関との連携拡大を図り、新規創業者に対する支援の充実や過度の担保･保証に依存しない融資制度の開発等に取

組む方針であります。 

  また、コンプライアンス態勢の充実による顧客に対する説明責任、相談苦情処理機能ならびに個人情報保護態勢の向上

に努めます。 

  金庫内で設置している各種専門部会の活動をさらに充実させ事業再生・中小企業金融円滑化に係る課題実現に積極的に

取組みを図って行く方針であります。 
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2. 経営力の強化に係る取組み方針 
金融の自由化、グローバル化、IT 化の進展に伴い、金融機関の業務はますます増加しビジネスチャンスが拡大する一

方、管理するリスクは急激に多様化、複雑化しており、また、顧客の金融機関選別と競争激化はますます強まるものと

予想されます。これらに対応し発展していくためには、経営力の強化が欠かすことのできないものとなっています。 

当金庫は、向こう 2年間を重点強化期間として以下の主な取組みを行い、「強固な経営基盤の確立による信頼性の向上」

と「強靭な経営体質の確立による健全性の確保」に努める方針です。 

 

① コンプライアンス態勢の強化 

② 新 BIS 規制導入への対応と信用リスク・市場リスク等のリスク管理の強化 

③ コストとリスクを包含した収益管理の強化と収益力の向上 

④ 情報開示の充実 

⑤ IT 活用の強化 

 

  個別の取組みについては、後述の「4.具体的施策」のとおりです。 



 

 － 10 － 

3. 地域の利用者の利便性向上に係る取組み方針 
 当金庫は、地域金融機関として地縁・人縁を活かし、地域の中小企業金融の円滑化や「豊かで活気のある地域社会づくり」に積極

的に取組んでいます。そして、この取組み姿勢を地域の利用者に広く知っていただくために、地域貢献を始めとする経営に関する情

報開示をディスクロージャー誌、ミニディスクロージャー誌、ホームページで公表しています。 

 これからも情報開示に当たっては、内容の充実を図り、利用者の目線に立った分かりやすく理解しやすい情報の提供に努めて行く

方針です。 

 また、利用者ニーズを積極的に把握し、そのニーズを経営方針に活かすことにより利用者の満足度・利便性の向上を図るといった利

用者に軸足を置いた方策を検討していく方針です。 

 



 4.具体的施策

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の追
加選定。
・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。

（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。

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

その３
　健全債権化等の
強化に関する実績
の公表等

（２）取引先企業に
対する経営相談・支
援機能の強化

・「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。

・「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。

・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

・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。
・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。

その1

　取引先企業に対
する経営相談・支
援機能の強化

・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

・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。

・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

・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。

項目

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

18年度17年度

実施スケジュール
計画(目標設定を含む)
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 4.具体的施策

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

項目 18年度17年度

実施スケジュール
計画(目標設定を含む)

・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。
・ 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年度上期と同様の取
組みを行う。

・全信協等業界団体の開催するＤＤ
Ｓ、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。

・    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。

・ 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。

　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。

・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。

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

・ 平成17年8月富山県商工会連合会と提携した無担
保・第3者保証人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当座貸越約定書等、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。

・ 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。

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

・「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。

・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（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。

・左に同じ
②　中小企業の資金調達手法の多様化等
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 4.具体的施策

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

項目 18年度17年度

実施スケジュール
計画(目標設定を含む)

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。

・18年度研修計画に基づ
き、17年度と同様の取組
みを行う。

・左に同じ（６）人材の育成
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 4.具体的施策

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

項目 18年度17年度

実施スケジュール
計画(目標設定を含む)

・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

・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

（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

（４）法令等遵守
(コンプライアン
ス)態勢の強化

石動信用金庫が地域に信頼される金
融機関として基盤を確立するため、
法令等を遵守し、業務の適正な運営
を目的としてコンプライアンスを浸透
させる。
＜重点項目＞
1. 法令遵守（コンプライアンス）態勢
の強化・重要性の周知徹底
2.コンプライアンス体制の整備
3.顧客への説明態勢及び相談苦情
処理機能の強化
4.個人情報保護法への態勢強化

・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（7
月福町支店・9月金沢
支店）。
・業務部の検査フォ
ローアップ。

・各営業店の教育、
指導実績の報告点検
確認。
・コンプライアンス
担当者会議の開催
（12月3月）。
・内部監査の実施
（中央支店・本店営
業部）。
・業務部の検査フォ
ローアップ。

・左に同じ ・左に同じその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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 4.具体的施策

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

項目 18年度17年度

実施スケジュール
計画(目標設定を含む)

（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

（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。

その２

　適切な顧客情
報の管理・取扱
いの確保

その１

　ＩＴの戦略的
活用

・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。

・「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。
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 4.具体的施策

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

項目 18年度17年度

実施スケジュール
計画(目標設定を含む)

・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

・左に同じ ・左に同じ

・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

・左に同じ ・左に同じ

・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。

・左に同じ ・左に同じ

・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

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

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

（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
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 4.具体的施策

取組方針及び目標 具体的取組策 上期 下期 上期 下期

項目 18年度17年度

実施スケジュール
計画(目標設定を含む)

・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。

・左に同じ ・左に同じ

４．進捗状況の公表

- 17 -


