
⑴　リスク管理の方針及び手続の概要
Ａ　リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明

　IRRBB（銀行勘定の金利リスク）とは、金利が変動することによって、保有する資産や負債等の価値（現在価値）や、貸出金や借
入金の金利差などから得られる将来収益（金利収益）が変動するリスクをいいます。当金庫では、金利リスクを重要なリスクの一
つとして認識し、その他の市場リスクとの関係性を考慮しながら、銀行勘定の市場リスクを一体的に管理しております。

Ｂ　リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明
　ALM 管理システム等により定期的に計測を行い、ALM 委員会及び常勤会で協議・検討するとともに、必要に応じて理事会に
対して報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めております。

Ｃ　金利リスク計測の頻度
　毎月末を基準日として、月次で IRRBB を計測しております。

⑵　金利リスクの算定方法の概要
Ａ　開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE（注 1）及びΔNII（注 2）に関する事項

（注 1）IRRBB のうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものであって、開示告示に定められた
　　　 金利ショックにより計算されるものをいいます。

（注 2）IRRBB のうち、金利ショックに対する算出基準日から12 ヵ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として
　　　 計測されるものであって、開示告示に定められた金利ショックにより計算されるものをいいます。

ａ　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は 1.25 年です。
ｂ　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は 2.5 年です。
ｃ　流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）については、金融庁が定める保守的な前提を採用しております。
ｄ　固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約については、金融庁が定める保守的な前提を採用しております。
ｅ　複数の通貨の集計方法及びその前提
　　通貨別に算出した金利リスクの正値を合算し、通貨間の相関等は考慮しておりません。また、5％未満かつ重要性がない通貨
　については対象外としております。
ｆ　スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるか否か等）
　　リスクフリーレートの金利ショック幅と割引金利の金利ショック幅を同一と見なしており、割引金利の相関やスプレッド
　は考慮しておりません。
ｇ　内部モデルの使用等、ΔEVE 及びΔNII に重大な影響を及ぼすその他の前提
　　内部モデルは使用しておりません。
ｈ　前事業年度末の開示からの変動に関する説明
　　2021 年 3 月末のΔEVE は 74 億円（前期末比＋7 億円）、ΔNII は 1 億円（同△0 億円）となっております。
ｉ　計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

　ΔEVE 及びΔNII については月次で計測を行い、自己資本額と収益性及びリスクテイクを勘案し、問題のない水準であると
認識しております。

Ｂ　自己資本の充実度の評価、ストレス・テスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的
　開示の対象となるΔEVE 及びΔNII 以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項

ａ　金利ショックに関する説明
　　当金庫ではΔEVE 及びΔNII 以外に、主として VaR を用いて金利による時価変動リスクを算定しております。VaR の算出
　にあたっては、過去 5 年間の金利データから算出した想定最大変化幅を金利ショックとして使用しております。
ｂ　金利リスク計測の前提及びその意味（特に、開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE 及びΔNIIと大きく異なる点）
　　当金庫では、VaR をはじめとした金利リスクや信用リスク等、定量化が可能なリスク毎に資本配賦を行い、リスク資本配賦
　運営の枠組みの中で取り得るリスク量の許容範囲を適正に把握・管理し、金融情勢の変化に適切に対応しながら健全性の確
　保と収益性の向上に努めております。
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営業地域・店舗のご案内 （2021年6月末現在）

弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、青森市、
つがる市、中津軽郡、南津軽郡、
北津軽郡（板柳町、鶴田町）

とうしんのネットワーク（金融機関コード：1104）　

五所川原支店

温湯支店

田舎館支店

尾上支店
黒石支店

平賀支店

藤崎支店

本部･本店

下町支店

大町支店

和徳支店

大鰐支店

岩木支店

富田支店 石川支店

浜の町支店

城東支店

茂森支店

松原支店

サ： サテライト店舗（預金特化型店舗）

【弘前市】

本 部  ・  本 店

昼 ： 昼時間窓口休業店舗（11：30～12：30） ※大鰐支店のみ12：00～13：00
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金庫の概況及び組織に関する事項 
事業の組織 

理事及び監事の氏名及び役職名  

事務所の名称及び所在地  

当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者に関する事項  

 
金庫の主要な事業の内容   

金庫の主要な事業に関する事項　  
直近の事業年度における事業の概況 

直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標 

   経常収益  

   経常利益又は経常損失

   当期純利益又は当期純損失　

   出資総額及び出資総口数

   純資産額

   総資産額

   預金積金残高

   全国連合会債残高※1

   貸出金残高 

   有価証券残高  

   単体自己資本比率

   出資に対する配当金 

　役員数（常勤役員数）

   職員数

　会員数

   信託報酬、信託勘定貸出金・有価証券残高、信託財産額 

直近の二事業年度における事業の状況を示す指標  

   主要な業務の状況を示す指標 

    　業務粗利益及び業務粗利益率

    　業務純益、実質業務純益、コア業務純益及び
    　コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）

    　資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支

    　資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利鞘

    　受取利息及び支払利息の増減

    　総資産経常利益率

    　総資産当期純利益率

全国連合会債に関する指標※1

債券の種類別の平均残高

債券の種類別の残存期間別の残高

預金に関する指標 

流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高

固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分毎の定期預金の残高

貸出金等に関する指標 

手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高

固定金利及び変動金利の区分毎の貸出金の残高

    担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額

    使途別の貸出金残高

    業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

    特定海外債権残高の五％以上を占める国別の残高

    預貸率の期末値及び期中平均値

有価証券に関する指標 

    商品有価証券の種類別の平均残高

    有価証券の種類別の残存期間別の残高

    有価証券の種類別の平均残高

    預証率の期末値及び期中平均値

信託業務に関する指標

金庫の事業の運営に関する事項  
中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況

金融ADR制度への対応

リスク管理の体制 

法令遵守の体制

「経営者保証に関するガイドライン」への取組

金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項 
貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 

貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

    破綻先債権

    延滞債権

    3ヵ月以上延滞債権

    貸出条件緩和債権

元本補塡契約のある信託 

自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項

    自己資本の状況について

    信用リスクの状況について

    派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

    証券化エクスポージャーについて

    オペレーショナル・リスクの状況について

    出資等エクスポージャーの状況について

    リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーの状況について

    金利リスクの状況について

    マーケットリスクの状況について※1

次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

    有価証券

    金銭の信託

    規則第百ニ条第一項第五号に掲げる取引

貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

貸出金償却の額

金庫が会計監査人の監査を受けている場合にはその旨

財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性

役職員の報酬体系
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本冊子は「信用金庫法ならびに信用金庫法施行規則」に基づいて作成したディスクロージャー資料です。

※1　信金中央金庫の開示項目のため、記載しておりません。

店名

弘　前　市
弘前市役所
弘前アプリーズ
ユニバース南大町店
さくら野弘前店
イトーヨーカドー弘前店
ユニバース城東店
イオンタウン弘前樋の口

黒　石　市
黒石市役所
ユニバース黒石駅前店
マックスバリュ黒石店

五所川原市
エルムショッピングセンター

南 津 軽 郡
田舎館村役場

店外ATMコーナー

店内ATMコーナー

平日

自動機稼働時間

土・日･祝日

平日

自動機稼働時間

土・日･祝日

8:00～18:00
8:00～21:00
8:00～21:00
9:00～21:00
9:00～21:00
9:00～21:00
9:00～21:00

　
8:00～21:00
8:00～21:00
8:00～21:00

　
9:00～21:00

　8:00～21:00

　
-　

8:00～21:00
8:00～21:00
9:00～21:00
9:00～21:00
9:00～21:00
9:00～21:00

　
8:00～19:00
8:00～21:00
8:00～21:00

　
9:00～21:00

　
土  9:00～19:00

日・祝  9:00～17:00

8:00～19:008:00～21:00全営業店

黒石支店
（店舗コード：009）

〒036-0367
黒石市大字前町6-1
TEL : 0172-52-4231

黒石支店長
（温湯支店長兼務）

村上 禎亮

温湯支店
（店舗コード：010）

〒036-0411
黒石市大字温湯字村岸15-2
TEL : 0172-54-8239

尾上支店
（店舗コード：011）

〒036-0212
平川市尾上栄松86-1
TEL : 0172-57-3311

尾上支店長
三浦 將美

平賀支店
（店舗コード：013）

〒036-0103
平川市本町平野16-5
TEL : 0172-44-3151

平賀支店長
秋元　豊

五所川原支店
（店舗コード：015）

〒037-0053
五所川原市字布屋町10-6
TEL : 0173-35-6161

五所川原支店長
中谷 峰子

大鰐支店
（店舗コード：005）

〒038-0211
南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田63-1
TEL : 0172-48-2227

藤崎支店
（店舗コード：012）

〒038-3802
南津軽郡藤崎町大字藤崎字舘岡1-2
TEL : 0172-75-4101

藤崎支店長
柴田　勝

大鰐支店長
齊藤 正道

昼

【平川市】

田舎館支店
（店舗コード：014）

〒038-1121
南津軽郡田舎館村大字畑中字上野170-1
TEL : 0172-58-2131

田舎館支店長
八島 恵次

【南津軽郡】【五所川原市】

【黒石市】

サ
昼

現金振り込み可能 通帳繰越可能 視覚障がい者対応
ATM機能アイコンのご説明

　特殊詐欺や偽造・盗難キャッシュカードによる犯罪等
の未然防止として、お客さまに安心してお取引いただけ
るよう様々な取り組みをしております。

金融犯罪被害未然防止への取組

　操作中のＡＴＭ画面が覗き見されないよう、ＡＴＭに防犯
ミラーおよび覗き見防止フィルムを設置しております。

●ATM画面覗き見防止措置

　暗証番号の変更は、当金庫のＡＴＭから簡単にお手続きで
きます。現在「生年月日」や「電話番号」など第三者に類推さ
れやすい暗証番号を使用されている場合は、他の暗証番号
への変更をお願いいたします。

●ATMによる暗証番号変更サービス

　「振り込め詐欺」、「還付金詐欺」、「キャッシュカード詐欺
盗」等の特殊詐欺被害に関する対策として、70歳以上の
お客さまに対してＡＴＭでのお振込を一部制限させていただ
いているほか、ＡＴＭでの1日あたりのお支払い限度額を30
万円とさせていただいております。
　各利用制限の解除を希望されるお客さまは、営業店窓口
へお申し出ください。

●ATMでの一部利用制限




