
取組み方針及び目標
１７年度 １８年度

Ⅰ．具体的取組み

１． 事業再生・中小企業金融の円滑化
 ・制度融資の積極的活用を図るとともに、狭域
高密度の活動に徹し、重点地域内で創業・新事
業等の情報収集を図り、その中で、相談があっ
た場合は通常業務の中で対応するほか、業務
協力をすることになっている商工組合中央金庫
等、必要に応じて外部機関の協力を得ながら対
応していく。

取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 ・地域中小企業の活性化のためにもコンサル
ティング機能の充実に積極的に取組んでいく。
・その為に各企業の情報を分析できる人材の育
成、態勢の整備を図り、経営情報やビジネス
マッチング情報の提供をしていく。

要注意先債権の健全債権化等に向けた取組みの強化 ・支援グループが営業店と連携し、効果のある
活動を行なう。過剰債務体質の先はその体質
改善の可能性を見極め、ランクアップを目的に
検討し的確に対応していく。

・ランクアップ実績をホームページ上で公開する。
・取組実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策の
検討。
・企業再生支援グループによる候補先の選定。
・ 対象支援先への支援活動を着手する。

・ランクアップ実績をホームページ上で公開する。
・取組実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策の検討。
・企業再生支援グループによる候補先の選定。対象支援先
への支援活動を着手する。
・経営改善支援等の拡充。

健全債権化等の強化に関する実績の公表等 ・当金庫営業地区内の取引先企業に対し企業
再生支援活動を通じ、地域経済、中小零細企業
の活性化・発展に貢献することにより信用リスク
量の低減、自己資本・収益力の強化を図り、地
域における社会的使命を果たすことを目標とし
て、その取り組み実績について公表していく。

・ 経営改善支援取組み先数、ランクアップ実績等を
ホームページ上で公開する。
・ 公表内容の充実を検討。
・ 取組実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策の
検討。
・ 企業再生支援グループによる候補先の選定。対象
支援先への支援活動を着手する。

・ 前年度の検討結果を踏まえホームページ上で取組み実
績について公開する。
・ 取組実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策の検
討。
・ 企業再生支援グループによる候補先の選定。対象支援
先への支援活動を着手する。
・ 経営改善支援等の拡充。

事業再生に向けた積極的取組み ・財務体質の改善を中心にランクアップ実績が
図れるよう取り組む。過剰債務の先については
健全化を目標にリスクの低減を図る。

・ 経営改善の可能性のある債務者企業の選定及び
分析。
・ 支援策の実施状況の適切なフォロー。
・ 取組実績等をホームページにて公表する。

・ 経営改善の可能性のある債務者企業の選定及び分析。
・ 支援策の実施状況の適切なフォロー。
・ 取組実績等をホームページにて公表する。
・ 前年度の取組み実績の検証及びそれを踏まえた効果的
施策の検討。

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

・ 過剰債務体質の企業をどのように再生させた
か、その支援実績やノウハウについて各営業店
と連携し取引先の経営実態を的確に把握し、財
務内容の改善による債務圧縮を促す。
・ 過剰債務を圧縮することにより、再生できる先
は営業店・本部と連携して改善を推進する。

・ ランクアップ実績をホームページ上で公開する。
・ 取組実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策の
検討。
・ 企業再生支援グループによる候補先の選定。
・ 対象支援先への支援活動を着手する。

・ ランクアップ実績をホームページ上で公開する。
・ 取組実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策の検
討。
・ 企業再生支援グループによる候補先の選定。対象支援
先への支援活動を着手する。
・ 経営改善支援先等の拡充。

（４）個別項目の取組み

（３）事業再生に向けた積極的取組み

項　　　　　目 実施スケジュール

・東京都信用金庫協会が運営する「景況調査」に参加する。
・ホームページ上でビジネス情報の活用を検討する。
・しんきん協議会のホームページ「企業会員交流広場」についてのコンテンツの整備。
・優良企業表彰制度への推薦。

（１）創業・新事業支援機能等の強化

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

・創業・新事業先への事前、事後、モニタリングの実施。
・制度融資の積極的活用。
・融資課担当者による臨店指導。

（目黒信用金庫）



取組み方針及び目標
１７年度 １８年度

項　　　　　目 実施スケジュール

①担保・保証に過度に依存しない融資の推進等 ・担保・保証に過度に依存しないため、企業の
キャシュフローを算出しこの分析に対する認識
を高めて、審査能力の向上を図る。また、事後
モニタリングの強化により財務内容の変化を見
逃さないよう徹底する。

・ 融資課担当者による臨店指導を行い、不動産担
保・保証に過度にならないよう営業店担当者への周
知徹底。
・ 融資課指導による営業店担当者のキャシュフロー
に対する理解力を高める。
・ 包括根保証約定書より限定根保証約定書への切り
替え作業開始。
・ ＳＤＢの利用検討。

・ 融資課担当者による臨店指導を行い、不動産担保・保証
に過度にならないよう営業店担当者への周知徹底。
・ 融資課指導による営業店担当者のキャシュフローに対す
る理解力を高める。
・ ＳＤＢの活用検討。

中小企業の資金調達手法の多様化等 ・売掛債権担保ローンについて既にスキーム等
の理解は得られつつあるが、再度周知徹底を図
り、そのプロセスの整備を行い今後も取り組ん
でいく。
・新銀行東京と提携しその機能の活用を検討し
ていく

・ 売掛債権担保ローンの取扱推進。
・ 事例研究等、情報収集に努め理解を深める。
・新銀行東京の「保証業務」と「協調型融資」のあっせ
ん、取扱の事例等の収集を行い当金庫の審査基準に
相当するか検討する。

・ 売掛債権担保ローンの取扱推進。
・ 事例研究等、情報収集に努め理解を深める。
・ 前年度の取組実績の検証及びそれを踏まえた効果的施
策の検討。

・与信取引に関する顧客への説明態勢の整備と
契約内容や金融商品説明義務の周知徹底およ
びスキルアップと説明態勢の整備を行っていく。
・法令にあった説明義務履行のため、ホーム
ページへ最新情報の提供を随時行っていく。
・苦情全般については、規程・マニュアル等によ
る勉強会の継続実施によりスキルアップをは
かっていく。

・ 役職員への商品説明義務の周知徹底、問題点の
検討と改善。
・ 規程、マニュアルの整備。
・ スキルアップと説明態勢の整備
・ 営業店での契約内容や商品説明義務の周知徹底

・ 常務会､理事会報告の励行。
・ 苦情対応マニュアルの周知徹底。
・ 事故防止対策等を事務リスク委員会・事例研究会にて検
討し、営業店を指導する。

・目利き力の強化等といった企業の将来性や技
術力を的確に評価するための取り組みを継続
することで身に付けた能力をベースに審査・管
理が行える態勢を強化し、担保・保証に過度に
依存しない融資を引き続き推進していく。また、
事業再生・経営支援に向けた取り組みも強化が
必要である。

・ ＦＰ、中小企業診断士資格取得の通信講座受講の
奨励（自己啓発の支援）。
・ 全信協主催の「金融改革プログラム対応講座」、
「自己査定研究講座」等への職員派遣。

・ 全信協・東信協主催の外部研修に積極的に参加する。
・ 参加者は研修受講後、内部講師となり庫内研修を行う。
・ 各種研修会、セミナー等に参加し、中小企業金融の支援
スキルの向上を図る。

・平成１９年３月末からのバーゼルⅡの円滑なる
導入にむけて、各リスクカテゴリーの測定方法
の決定および試算を早期に進める。また、計量
化されたリスク量をもとにリスク管理委員会を中
心としたリスク管理態勢機能の実効性を高め
る。

・リスク管理委員会で、バーゼルⅡへの対応を検討
し、リスクアセット算定方法の決定を行う。
・ALM作業部会にて、バーゼルⅡ全体の計測手法に
ついての検討およびシステム的な対応を含めてリスク
アセット算定に向けた具体的な対応方法の検討。

・１８年３月期におけるリスクアセットの試算を実施。
・上記試算をもとに、リスク管理委員会で各リスクカテゴリー
について検討を行う。
・リスクアセット算定プロセスおよびその検証態勢について
検討し決定する。

・信金中央金庫の「信用金庫業界の中小企業信
用リスクデータベース（以下ＳＤＢ）」の有効活用
を図る。
・管理会計的な手法について、共同センター新
システムへの乗換えでシステム的な対応をする
とともにその活用を図り収益管理態勢の整備と
収益力向上に向けた取組みを推進する。

・自金庫内システムを活用し、ＳＤＢによる格付けと債
務者区分の整合性を検証する。
・ＳＤＢよりの還元データの活用方法の検討。
・共同センター新システムのシステム構成の決定。
・共同センター新システムの導入スケジュールの決
定。
・共同センター新システムのワーキング会議の立ち上
げ

・成功事例等情報収集に努める。
・対象企業を選定し、必要に応じて、産業再生機構の機能
を有効に活用できるかどうか検討していく。

２．経営力の強化

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

（６）人材の育成

（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

（５）顧客への説明体制の整備、相談苦情処理機能の強化

（目黒信用金庫）



取組み方針及び目標
１７年度 １８年度

項　　　　　目 実施スケジュール

 協同組織金融機関におけるガバナンスの向上 ・半期開示
　　バーゼルⅡ等の動向を踏まえ、内容を充実
させていく。
・総代会の機能強化
　　総代会の機能拡充に向けて、引続き総代会
に関するディスクローズを継続し透明性を高め
ていく。

・半期開示
　　１７年度９月期における半期開示の検討。
　　１７年度９月期の半期開示を実施。
・総代会の機能強化
　　総代会において、一般会員の意見を経営へ反映さ
せていく取組みについて説明。
　　２００５年版ディスクロージャー誌で総代会制度に
ついて掲載。

・半期開示
　　１８年度９月期における半期開示の検討。
　　１８年度９月期の半期開示を実施。
・総代会の機能強化
　　総代会の機能強化について業界団体とともに検討を行
う。
　　総代会において、一般会員・お客様等よりのご意見、ご
要望事項への対応等について報告する。
　　２００６年版ディスクロージャー誌で総代会制度について
掲載。

営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等 ・コンプライアンス規程、マニュアル、倫理綱領
の活用により職員の法令遵守意識の向上に努
める。
・内部監査の充実・自店検査の徹底に努める。
・コンプライアンスチェック報告の励行と問題点
の検討と改善を行う。
・本部集合研修や店内勉強会の継続実施を行
う。

適切な顧客情報の管理・取扱いの確保 ・継続的な教育訓練により、適切な顧客情報の
管理・取扱いの実効性を確保する。
・顧客情報管理・取扱いについての規程・マニュ
アル・管理手法について適時見直し実効性を確
保していく。

・コンプライアンスプログラム、内部検査項目に顧客
情報保護に関する項目を追加及び実施。
・情報漏えい対策に関するシステム面の強化スケ
ジュールを決定する。
・システム面の強化スケジュールをもとに金庫内ネット
ワークの整備を実施。
・上記ネットワークセキュリティを中心とした職員向け
研修の実施。

・コンプライアンスプログラムの継続的な実施。
・内部検査項目の見直しの実施。
・規程・マニュアルについての見直しの実施。

・平成１７年度の事業計画の中でも、経営基盤
の強化として、ＩＴバンキングの積極的な取り組
みを掲げており、特に法人インターネットバンキ
ングの契約先増加を重点目標として推進してい
く。
・共同事務センターのシステム活用のためにも
新システムへの乗換を検討していく。

・ＩＴの活用については、共同事務センターとの連携が
基本となるが、新システムの提供も図られてきている
ことから、新システムの導入にむけ、各機能の活用方
法、システム構成、スケジュールの検討を行っていく。

・共同事務センターの新システム導入およびその活用に向
けた研修等を検討していく。

・今後も信金中央金庫の分析制度及びＡＬＭ支
援機能を活用して業務運営に活用するととも
に、リスク管理能力の更なる向上を目指す。

（３）ガバナンスの強化

（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化

・ 本部・コンプライアンス担当部署による営業店臨店チェック、教育指導の強化。
・ コンプライアンスチェック報告書の励行と問題点の確認。
・ 研修会、通信教育等や職場内勉強会の定期的実施。
・ 全職員のコンプライアンス・オフィサー２級資格の取得。
・ コンプライアンス・アンケートの実施による、不祥事の防止、セクシュアル・ハラスメントの防止。

（５）ＩＴの戦略的活用

 （６）協同組織中央機関の機能強化 ・信金中央金庫が運営する「経営分析制度」、「ポートフォリオ分析」を継続的に活用する。
・信金中央金庫の信用金庫向け運用商品の活用を適宜検討する。
・職員の研修、セミナーへの参加

（目黒信用金庫）



取組み方針及び目標
１７年度 １８年度

項　　　　　目 実施スケジュール

地域貢献に関する情報開示 ・これまでの地域貢献に関する開示に対する取
組みを踏まえ地域にとっての当金庫の社会的
責任、存在意義を顧客にわかりやすい形で情報
開示をしていく。

・２００５年版ディスクロージャー誌に地域貢献ディスク
ロージャーを掲載。（ホームページにおいても公開）
・２００５年版ミニディスクロージャー誌に地域貢献ディ
スクロージャーを掲載。（ホームページにおいても公
開）
ディスクロージャー誌、ミニディスクロージャー誌につ
いて、配布の顧客の声、営業店の意見、業界団体に
おける検討を参考に内容の検討を行う。

・前年度の検討結果を踏まえ、ディスクロージャー誌及びミ
ニディスクロージャー誌等に地域貢献ディスクロージャーを
掲載。引続き、顧客の声、営業店の意見、業界団体におけ
る検討を参考に内容の検討を行う。自己査定基準の分析・
検討

充実したわかりやすい情報開示の推進 ・顧客に分かりやすい情報開示を推進するた
め、ディスクロージャー誌の充実、ホームページ
の更なる活用を行う。

・地域顧客へ窓口、渉外活動を通じて顧客の意見、他
金融機関の事例等も参考にして情報開示の充実を検
討。
・ 上記検討結果及び「利用者満足度調査」の結果を
踏まえ、顧客向けＱ＆Ａ等のホームページのコンテン
ツについて充実を図る。

・継続的に地域顧客へ窓口、渉外活動を通じて顧客の意
見、他金融機関の事例等も参考にして情報開示の充実を
検討し実施していく。

・お客様満足度向上に向けて、これまでの当金
庫の行ってきた取組みについて再検証するとと
もに、お客様満足度を重視した経営を確立する
ため、お客様の声を反映させる施策について検
討し、業務改善につなげていく。また、その内容
についてできる限り公表していく。

・営業店及び本部お客様相談室で受付けた苦情・相
談内容を本部・総務課で集約し、コンプライアンス委
員会で検討・対応し、毎月開催される店長会について
も周知徹底させていく。（毎月）
・「お客様アンケート（仮称）」の調査実施方法、調査
項目の検討。
・営業店及び本部お客様相談室で受付けた苦情・相
談内容の上半期分を集約し、営業店にフィードバック
する。
・苦情・相談については、上期同様に改善策を検討協
議する。
・「お客様アンケート（仮称）」の実施。（１１月）
・「お客様アンケート（仮称）」の調査結果を踏まえ、改
善策を検討する。

・１７年度中にお客様の声を生かして経営・業務改善を図っ
た事項について、６月までにできる限り公表する。
・苦情・相談については、１７年度同様に改善策を検討協議
する。
・「お客様アンケート（仮称）」の調査方法、アンケート内容等
の再検討を行う。
・営業店及び本部お客様相談室で受付けた苦情・相談内容
の上半期分を集約し、営業店にフィードバックする。
・苦情・相談については、上期同様に改善策を検討協議す
る。
・「お客様アンケート（仮称）」の実施。（１１月）
・「お客様アンケート（仮称）」の調査結果を踏まえ、改善策
を検討する。

・目配り・気配り・心配り（ＣＳ運動）のあるお客様
対応に心がけ、お客様第一・地元第一の営業施
策を徹底する。
・「創意工夫」の営業活動と「誠心誠意」のお客
様への対応。
・「めぐろの力で地元を元気にする」の実践。
・「地域経済・金融懇談会」「目黒区産業政策区
民会議」等への参画により、積極的な支援と地
域貢献を図る。

・当金庫の「地域密着型金融の機能強化の推進
に関するアクションプログラム」に対しての取組
状況を地域のお客様に対し、より分かりやすい
形で半期ごとに公表していく。

・公表方法、内容について検討する。
・店頭パンフレット及びホームページ上で当金庫の取
り組みについて公表する。（１７年度上期）

・前回の公表方法、内容を再検証し、改善すべきところは、
改善し、店頭パンフレット及びホームページ上で当金庫の
取り組みについて公表する。（１７年度下期）
・前回の公表方法、内容を再検証し、改善すべきところは、
改善し、店頭パンフレット及びホームページ上で当金庫の
取り組みについて公表する。（１８年度上期）

・地元重点主義の徹底により定期積金を基にした営業力の強化と相談業務の推進により、一層の地域密着を図
る。
・「誠心誠意」の精神でより極め細かいお客様への対応。
・地域金融機関として地元先コアファイナンスの推進。
・継続的に行政と連携し、制度融資等による積極的な支援により、地域貢献を図る。

４．進捗状況の公表

３．地域の利用者の利便性向上

（１）地域貢献等に関する情報開示

（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の連携等

（目黒信用金庫）


