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 内部統制システムの決議および運用状況の概要

「内部統制基本方針」に沿った当金庫グループの内部統制システムの平成27年度における運用状況の概況は以下のとおりです。

１. 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

　（決議の概要）
・業務の健全性及び適切性を確保するために「コンプライアンス宣言」
「法令等遵守に係る基本方針」及び「コンプライアンス規程」を定める
とともに、遵守すべき基本原則を示した「コンプライアンス・マニュ
アル」、実務上のフローを定めた「コンプライアンス体制」、また、反
社会的勢力の被害を防止する態勢等の構築を定めた「反社会的勢力対
応規程」「反社会的勢力対応マニュアル」及び具体的な実践計画として
事業年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定すること。

・理事は、コンプライアンスの重要性について職員に継続的に啓蒙する
ことにより、コンプライアンス意識の浸透を図ること。

・法令等遵守に関する事項を一元的に管理するコンプライアンス統括部
署を設置するとともに、法令等遵守に関する経営上重要な事項を経営
会議に報告する「コンプライアンス委員会」を設置すること。また、
各部室・営業店に「コンプライアンス責任者」及び「コンプライアン
ス担当者」を配置し、コンプライアンスの実践にあたること。さらに、
職員がコンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、直接コ
ンプライアンス統括部署、監事及び顧問弁護士に通報・相談を行うこ
とができるホットラインを設けること。

・内部監査部門は法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行
い、その結果を経営会議に報告するとともに、重要事項については理
事会へ報告すること、また、必要に応じて被監査部門等へ不備事項の
改善を指示し、その実施状況を検証すること。

　（運用状況の概要）
・コンプライアンス委員会は週1回、94期においては44回開催しま
した。

・「コンプライアンス・プログラム」の進捗状況やコンプライアンス上の
課題等について、理事会への報告を行っています。

・「コンプライアンス・プログラム」に定めた統一テーマに基づき、四半
期毎に研修を行っています。

・理事等は職員等に対し、コンプライアンス啓蒙活動を四半期毎に実施
し、コンプライアンス意識の醸成を図っています。

・役員及び部店長を対象とした外部講師による「コンプライアンス・マ
ネジメント研修」を実施しました。

・内部通報制度については、「ハラスメント及び内部通報制度」の研修を
全部署で行い、また、ホットラインのポスターを掲示し、周知を図っ
ています。94期においては、内部通報が2件あり、担当部署がコン
プライアンス委員会へ報告し、通報事案及び調査結果に基づく金庫の
対応については、コンプライアンス責任者会議等で周知を図っていま
す。

・監査部門は営業店全店に対し、事前予告による監査を1回実施したほ
か、抜打ち監査を2回実施し、また、本部各部署に対し、事前予告に
よる監査及び抜打ちによる監査を1回実施しています。内部監査で発
見された不備事項については、被監査部門等へ改善を指示し、事後の
モニタリングにて実施状況を確認しています。

２. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　（決議の概要）
・理事の職務の執行に係る情報・文書は、「理事会規程」「文書取扱規程」
等の内部規程に基づき適切に保存・管理すること。

・理事及び監事がこれらの文書を常時閲覧できる体制とすること。
　（運用状況の概要）
・理事の業務に係る情報及び文書については、内部規程に則り、適正に
保存・管理され、常時閲覧できる体制となっています。

・経営会議及び理事会等の重要な会議の議事録は担当部署が作成し、適
切に保存・管理しています。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　（決議の概要）
・リスク管理の基本方針やリスク管理の体制等を定めた「リスク管理基
本規程」を策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスク特性等に
応じた管理規程等を策定すること。

・リスク管理の統括部署として「リスク管理委員会」を設置するとともに、
経営体力との比較を行う統合的リスク管理主管部署及びリスクカテゴ
リー毎にリスクを管理する主管部署等を定め、リスク管理の実効性及
び相互牽制機能を確保すること。

・統合的リスク管理主管部署は、カテゴリー毎にモニタリングし、リス

ク管理委員会に報告すること。また、必要に応じて理事会等に報告す
ること。

・業務に著しい影響を及ぼすような緊急事態の発生に備え、「業務継続計
画」を策定すること。

・内部監査部門は、統合的リスク管理態勢の監査を行い、その結果を経
営会議に報告するとともに、重要事項等については理事会へ報告する
こと。また、必要に応じて被監査部門等へ不備事項の改善を指示し、
その実施状況を検証すること。

　（運用状況の概要）
・リスク管理委員会は毎月1回、94期は 12回開催し、リスク管理の
状況に関するモニタリングの結果を理事会へ報告しています。

・リスク管理部門の活動は、リスクカテゴリーに応じたリスクの分析、
モニタリングの実施及びその結果をリスク管理委員会及び理事会へ報
告しています。

・「業務継続計画」への対応については、コンプライアンス責任者会議及
び金庫内 LANで周知を図り、また、年1回訓練を実施しています。

・監査部門は、本部各部署に対し、事前予告による監査及び抜打ちによ
る監査を1回実施しています。内部監査で発見された不備事項につい
ては、被監査部門等へ改善を指示し、事後のモニタリングにて実施状
況を確認しています。

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
　（決議の概要）
・常勤の理事を構成員とする経営会議においては、経営上重要な事項を
審議・決定する体制とし、「理事会規程」及び「理事会付議基準」に定
める事項については理事会において協議・決定するほか、「理事会への
報告事項」に基づく報告により、理事の職務執行について適切な監督
がなされる体制とすること。

・理事会は、中期経営計画及び年度毎の事業計画を決定すること。また、
理事は具体的な施策および効率的な業務遂行体制を策定し、理事会に
おいてその進捗状況を報告のうえ検証・評価を受けること。

・経営関連情報等を適時・適切に開示し、理事の職務の執行が効率的に
行われていることについて、会員及び預金者等ステークホルダーの理
解を得ること。

　（運用状況の概要）
・94期において、経営会議は163回、理事会は12回開催し、付議基
準に基づき適正に審議が行われました。

・経営会議、理事会における議案は事前に出席者へ通知し、内容を検討
することが可能であり、また、議案は全て電子化され、当日出席者は
PCの閲覧による審議とすることで、更に効率化を図っています。

・事業計画の進捗状況については、四半期毎に経営会議及び理事会へ報
告し、実施状況を管理しています。

・経営関連情報等については、半期毎のディスクロージャー誌の発刊及
び金庫ホームページを通じて適時開示し、会員及び預金者等ステーク
ホルダーのご理解が得られるよう努めています。

５.子法人等の取締役等の職務の執行に係る事項の金庫への報告に関する  
体制

　（決議の概要）
・「子法人等管理規程」を制定のうえ、子法人担当部署並びに担当理事を
設置し、子法人等の代表取締役等から定期的に子法人等の取締役等の
職務の執行状況等の報告を受けることとし、担当理事は必要に応じ理
事会等へ報告すること。

・内部監査部門は、定期的又は必要があると認めたときは、金庫グルー
プのコンプライアンス及びリスク管理の観点から子法人等への監査を
行い、その結果を子法人等の担当理事に報告すること。また、報告を
受けた担当理事は、その内容を必要に応じて理事会等へ報告すること。

・子法人等の取締役等及び使用人においても、当金庫のコンプライアン
ス統括部署、監事及び顧問弁護士に対して直接通報を行うことができ
るホットラインを設けること。

　（運用状況の概要）
・子法人等の平成27年度上期の業況及び課題、第3四半期の業況につ
いて、経営会議へ報告しました。

・内部監査部門は、子法人の取締役とのヒアリングや各帳簿の閲覧によ
り、法令等遵守態勢、事務リスク管理態勢等に係る監査を1回実施し、
その結果を代表理事、理事、監事へ報告しています。

・子法人等の役職員についても当金庫と同様にホットラインを設けてい
ます。
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　内部統制システムの決議および運用状況の概要

６.子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　（決議の概要）
・金庫グループのリスク管理については、「リスク管理基本規程」に定め
られ、金庫グループ全体としてのリスク管理体制を整備すること。

・「子法人等管理規程」を制定し、子法人等に対してリスクに応じた管理
体制を整備させること。

・子法人等において、リスク管理上重大な問題が発生した場合には、子
法人等の代表取締役は、直ちに子法人等の担当理事へ報告し、報告を受
けた担当理事は、リスク管理委員会に報告のうえ対応を検討すること。

・「業務継続計画」を金庫グループ全体に適用させ、これを子法人等の役
職員に周知することにより、金庫グループ全体の危機管理体制を整備
すること。

（運用状況の概要）
・金庫グループ全体のリスク管理統括部門はリスク管理委員会、統合的
リスク管理部署はリスク管理部とし、リスクカテゴリー毎にリスク管
理担当部署を設け、リスク管理体制を整備しています。

・金庫グループ全体に適用する「業務継続計画」を策定し、コンプライ
アンス責任者会議及び金庫内 LANで周知を図っています。

7. 子法人等の取締役等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

　（決議の概要）
・「子法人等管理規程」を制定し、子法人等の取締役等の職務の執行が金
庫の経営方針に準拠して効率的に行われる体制を整備すること。

・子法人等管理部門及びコンプライアンス統括部署において子法人等の
業務運営上の相談窓口を設けること。

　（運用状況の概要）
・子法人等の取締役会は5回開催し、決算承認や業務報告等の重要事項
を決議しており、決議事項については、金庫の理事が子法人等の非常
勤取締役及び非常勤監査役を兼務していることから、実効性のある監
督が行われています。

8. 子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

　（決議の概要）
・事業年度ごとに策定した「コンプライアンス・プログラム」を子法人
等の役職員に周知すること。

・子法人等において、取締役会と監査役を設置するとともに、コンプラ
イアンス責任者を配置させること。

・金庫のコンプライアンス統括部署が子法人等管理部署と連携して子法
人等に対してコンプライアンスに関する指導、監督等を行うこと。

・子法人等において、必要に応じて子法人等の非常勤取締役及び非常勤
監査役を金庫の理事が兼務すること。

・内部監査部門は、定期的又は必要があると認めたときは、金庫グルー
プのコンプライアンス及びリスク管理の観点から子法人等への監査を
行い、その結果を子法人等の担当理事に報告すること。また、報告を
受けた担当理事は、その内容を必要に応じて理事会等へ報告すること。

　（運用状況の概要）
・事業年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定し、子法人
等の役職員に周知しています。

・金庫の理事が子法人等の非常勤取締役及び非常勤監査役を兼務してい
ることから、実効性のある監督が行われています。

・内部監査部門は、子法人の取締役とのヒアリングや各帳簿の閲覧によ
り、法令等遵守態勢、事務リスク管理態勢等に係る監査を1回実施し、
その結果を代表理事、理事、監事へ報告しています。

9.監事が補助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、
及び補助職員の金庫の理事からの独立性及び職員に対する指示の実効性
の確保に関する事項

　（決議の概要）
・監事は、職務遂行を補助する職員の配置を求めることができ、金庫は
監事と事前協議のうえ、各業務等を十分検証できる能力を有する者を
配置すること、補助すべき職員への当該監査業務の指揮命令権は、監
事が行使し、同職員の人事異動等の決定については、あらかじめ監事
の同意を得ること。

　（運用状況の概要）
・94期においては監事からの職員の配置の要請はありませんでしたが、
今後監事の要請があれば対応します。

10. 金庫の理事及び職員並びに子法人等の取締役等が当該金庫の監事に報
告をするための体制

　（決議の概要）
・当金庫及び子法人等の役職員が、法令、定款違反等の事実や当金庫グ
ループに著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見した場合、ホッ
トライン等を利用し、直ちに監事またはホットラインの担当部門等へ
報告を行うこととし、担当部門等に報告がなされた場合には、直ちに
監事への報告を行うこと。

・監事は、当金庫及び子法人等の役職員に対して、必要な事項の報告を
求めることができ、その要請を受けた者は、速やかに適切な報告を行
うこと、また、監事は業務執行に係る重要な書類の閲覧、担当部門へ
説明を求めることができること。

・監事及び子法人等の監査役を構成員とする監査連絡会を開催し、相互
に監査の状況等について情報交換をすること。

・金庫グループのホットラインの担当部門が当金庫の監事に対して、内
部通報の状況等について定期的に報告を行うこと。

　（運用状況の概要）
・ホットラインによる報告は、適時及び定期に監事へ提供しています。
・監事から当金庫及び子法人等の役職員に対する報告の求めに対しては、
適時に報告を行っています。

・監事及び子法人等の監査役との監査連絡会を1回開催しました。

11. 監事への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

　（決議の概要）
・金庫グループのホットライン等を利用して金庫の監事への報告を行っ
た者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止し、これを内部通報規程等に定めたうえで当該規程の内容を当金
庫及び子法人等の役職員に周知すること。

・報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じること。
・内部通報規程等において、監事への報告については、匿名で行うこと
を認めるとともに、その報告を行った者の個人情報及びその報告内容
を開示してはならない旨を規定すること。

・報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、内
部通報規程等や就業規則等に則り厳格な処分を行うこと。

　（運用状況の概要）
・報告者に対し不利な取扱いを行うことの禁止等について内部通報規程
等に定め、通報者の保護、不利益な取扱いをした者への処分等につい
て周知を図っています。

12. 監事の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他
の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

　（決議の概要）
・金庫は監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、速や
かに当該費用又は債務を処理すること。

・金庫は不祥事発生時等において、監事が外部の専門家を利用すること
を請求した場合、その費用を負担すること。

・金庫の経営計画及び監事の監査計画等に基づき、毎年、一定額の監査
費用に係る予算を計上し、その額の決定にあたっては、あらかじめ監
事の同意を要すること。

・金庫は監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、予算
額を超過する場合であっても、速やかに費用又は債務を処理すること。

　（運用状況の概要）
・94期には監事の監査に伴う前払いはありませんでしたが、監事監査
の実効性を確保するため、職務上必要とされる費用について95期よ
り予算を計上しています。

13. 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
　（決議の概要）
・監事が必要に応じ代表理事と面談し、経営上の課題等について意見交
換し、意思疎通を図る体制を確保すること。

・監事が理事、会計監査人、内部監査部署等と定期的に意見交換、情報
交換を行い、実効的な監査を実施する体制を確保すること。

・監事が独自に意思形成をするために、弁護士、公認会計士等の専門家
を活用できる体制を確保すること。

　（運用状況の概要）
・監事は代表理事、理事、会計監査人、内部監査部署等と定期及び随時
の会合をもち、意見交換、情報交換を実施しています。
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