
西尾信用金庫はこう考えこう対応しています。

 ■コーポレート・ガバナンス態勢
当金庫では、お客さまから選択していただける金融機関となるため、健全性のさらなる向上と地域に密着した経営に努め、総会（総代会）、

理事会、監事、会計監査人等による外部又は内部牽制体制のもとで、コーポレート・ガバナンスの態勢強化を図っています。

信用金庫は、一定の地域の中小企業や住民を会員とした協同組織の金融機関であり、会員は出資数に関係なく、1人1票の議決権を有して
おります。総会に代えて総代会制度を採用し、毎年6月に総代会を開催しております。

■総　会（総代会）

理事会は、株式会社の取締役会に相当するもので、原則として毎月1回開催し、金庫の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、
理事の職務の執行を監督しております。
理事の定数は、定款により12人以内としており、平成29年6月30日現在の理事は12人となっております。

■理事会

監事は、株式会社の監査役に相当するもので、理事会等重要な会議への出席、重要文書の閲覧、決算関係書類の確認等を行っております。
監事の定数は、定款により4人以内としており、平成29年6月30日現在の監事は4人となっております。

■監　事

当金庫では、会計監査人、顧問弁護士といった外部の専門家を活用し、会計処理・コンプライアンス・リスク管理等について、厳格なチェック
を受けるとともに、随時アドバイスも受けております。

■会計監査人等

理事長直属の内部監査部門（監査部）において、金庫の経営諸活動全般にわたる内部管理態勢の適切性、有効性を検証し、その結果に
基づく評価および問題点の改善方法の提言等を行っております。

■内部監査態勢

 ■内部管理基本方針
当金庫は、内部管理システムの構築が業務の健全性・適切性を確保するために必要不可欠なものであるとの認識のもと

に、経営の最重要課題として位置づけ、本方針に従って継続的に内部管理システムの整備を進め、その実効性の確保に努め
てまいります。
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
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
③損失の危険の管理に関する規定その他の体制
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
⑤当金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制
⑥監事がその職務を補助すべき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
⑦監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
⑧監事への報告に関する体制
⑨監事に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
⑩監事の職務の執行について生ずる費用の前払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
⑪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

 ■融資方針
当金庫は、融資業務にかかる基本として、「融資方針」を定めています。

1. 融資の目的
地域密着・地元重視の営業に徹し、相互扶助の精神に則り、融資を通じて、地元経済・社会の健全な発展に貢献します。

2. 融資の対象
中小企業、個人事業主、個人を対象とした融資を基本とします。

3. 適切な融資慣行の確立
（１） 地域金融機関としての公共的使命と倫理観を十分認識し、各種法令や業務上の諸規定等を厳格に遵守するとともに、

社会規範に則った健全かつ適切な融資を行います。
（２） 融資にあたっては、お客さまの保護をまず考え、ご融資の内容を十分に理解していただくため、お客さまおよび連帯

保証人さま等の知識、経験等の状況を踏まえた的確な説明を行います。
（3） 幅広い見識と常識に基づき原則に忠実な融資判断と、キャッシュ・フローを重視し、担保、保証に過度に依存しない

融資を行います。
（4） 融資金が固定化することがないように配慮するとともに、リスクに見合った金利設定により適正かつ安定的な収益が確

保できる融資を行います。
（5） 「反社会的勢力に対する基本方針」に則り、反社会的勢力に対しては融資を行いません。
（6） 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立します。尚、経営者保証については、

平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」に基づき適切に対応します。
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 ■コンプライアンス（法令等遵守）態勢
西尾信用金庫では、地域とともに歩む金融機関として真に信頼されるためには、法令や法令等に基づく各種ルール、さらには社会的規

範を遵守し、いささかなりとも社会から批判を受けるようなことがあってはならないという基本的な考えの下で「コンプライアンスの徹底」

を経営の最重要課題の一つとして位置付けています。

このため、法令等遵守に関する問題を統括する「コンプライアンス部」および法令等遵守のための諸施策を討議・推進する「コンプライア

ンス委員会」を設置するとともに、本部や各営業店に「コンプライアンス責任者」および「コンプライアンス担当者」を配置しています。さらに、

平成20年3月には、コンプライアンス違反行為にかかる再発防止策の実効性の検証を行う「コンプライアンス推進役」を新たに任命するなど、

コンプライアンス実現に向けた体制を構築しています。

また、法令等遵守の手引書である「コンプライアンス・マニュアル」、遵守すべき法令の具体的解説書である「コンプライアンス・マニュアル

（法令編）」および「職員必携コンプライアンスカード」を全役職員に配付しています。さらに、外部講師によるセミナーなど研修・勉強会を

積極的に開催するとともに、「コンプライアンス・チェックリスト」による遵守状況のチェック、職員との個別面接による指導の実施を通じて、

コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努め、コンプライアンス態勢の強化を図っています。

※コンプライアンス委員会

　法令等遵守のための諸施策等を定期的に協議、推進しています。

 ■お客さま本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）基本方針

西尾信用金庫は、資産運用、資産形成業務において、より一層の「お客さま本位の業務運営」を実現するため、以下を基本方針

とし、これを遵守してまいります。

1. 商品・サービスのご提案

・ 商品・サービスのご提案にあたっては、お客さま一人ひとりの金融知識・投資経験・財産・投資目的を正確に把握させて

いただいたうえで、それに沿うよう対応してまいります。

・ そのため、お客さまの「中長期的な資産形成に関するお考え」、「受け入れることができるリスクの種類や度合い」などを確

認してまいります。

2. 商品・サービスの品揃え

・ 様々なお客さまのご意向に沿えるよう、商品・サービスの充実に努めてまいります。

・ 品揃えは、商品・サービスの特性やリスクを十分に把握して選定するよう努めてまいります。

3. 商品・サービスのご説明

・ お客さま一人ひとりが商品をご理解いただけるよう、商品・サービスに含まれるリスクや手数料をできる限り分かりやすく

お伝えしてまいります。

・ 商品・サービスの説明資料については、適宜改善に努めてまいります。

4. お取引後の対応

・ 長期間にわたって安心してお取引いただけるよう、お取引後も投資判断の材料となる情報を定期的に提供してまいります。

・ お客さま一人ひとりからのご質問やご要望に、できる限り丁寧に対応してまいります。

5. 商品・サービスの販売態勢

・研修を実施するなど、継続的に職員の能力開発を図り、お客さまへ適切な商品・サービスや情報を提供させていただき、

評価制度にも反映させてまいります。

6. 利益相反管理

・別に公表しております「利益相反管理方針」に沿って、お客さまの利益が不当に損なわれることがないように対応してまいります。

 ■反社会的勢力に対する基本方針

私ども西尾信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、

以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

1.当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。

2.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。

3.当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。

4.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放愛知県民会議、愛知県金融機関暴力追放連絡協議会、

弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

5.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗処置を講じる等、断固たる態度で対応します。
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 ■個人情報保護方針（プライバシーポリシー）

お客様相談窓口

コンプライアンス部　お客様相談課

TEL 0120-108760（フリーダイヤル）　FAX 0563-56-7131

［受付時間］平日 8：30～17：30

 ■顧客保護等管理態勢
西尾信用金庫では、お客さまや地域社会から信頼され必要とされる金庫として存在していくために、組織体制・内部規定の整備および

方針の策定等に積極的に取り組んでいます。

具体的には、お客さまの保護および利便の向上を図るため、必要事項を協議・推進するための「顧客保護等管理委員会」と、その下部組織

である「顧客情報管理部会」「顧客説明管理部会」「顧客サポート管理部会」の3つの専門部会を設け、それぞれの管理責任者を配置し、顧客保

護にかかる内部手続きの実効性確保に努めています。

■顧客保護管理に関する組織図

最終意思決定機関

統括部署

主管部署

担当部署

顧客保護等管理委員会

常務会

理事会 監事会

事務一部

・お客さま情報（個人情報よ
り広い概念）の安全管理
・外部委託先の管理

顧客情報管理部会
（顧客情報統括管理責任者）
（外部委託管理責任者）

業務部
融資一部

・金融商品に関するお客
さまへの説明

顧客説明管理部会
（顧客説明管理責任者）

コンプライアンス部

・お客さまからの苦情、
相談、問合せ等への対応
・利益相反のおそれのある
取引の適切な管理

顧客サポート管理部会
（顧客サポート等管理責任者）
（利益相反管理責任者）

※顧客保護等管理委員会
顧客の保護および利便の向上を図るため、3部会（顧客情報管理部会（外部委託を含む）、顧客説明管理部会、顧客サポート管理部会）を
設置し、必要事項を定期的に協議・推進しています。

当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報および個人番号（以下、「個人情報等」といいます。）の適切な

保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成25年5月31日法律第27号）および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、

その他個人情報等保護に関する関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・

正確性の確保に努めます。

 ■金融商品に係る勧誘方針

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保

を図ることとします。

1. 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な

情報の提供と商品説明をいたします。

2. 金融商品の選択・ご購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な

判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を

通じて役職員の知識の向上に努めます。

4. 当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。

5. 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

なお、当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の

方法の選定および加入者等に対する提示の業務」および「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても

本勧誘方針を準用いたします。
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 ■金融円滑化基本方針

西尾信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客さまに必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下の

方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。

１.取組み方針

地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、

最も重要な社会的使命です。

私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている

問題を十分に把握したうえで、可能な限りお応えできるよう積極的かつ柔軟に努めるとともに、コンサルティング機能を発揮し、真に

経営改善、事業再生等が図られるようにお客さまの経営課題の解決に向けて真摯に取り組みます。

２.金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備

当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。

・金融円滑化基本方針、金融円滑化管理方針および金融円滑化管理規定を理事会で決議しました。（平成22年1月26日）

・中小企業経営者の事業資金等の悩みや、住宅ローンを利用され返済方法等の見直しをご希望される方のご相談にお応えするため、

金融円滑化管理責任者および管理担当者を配置、全店舗に相談窓口を設置するとともに、休日相談会を開催しています。

・中小企業者の事業について改善又は再生のための支援が必要な場合は速やかに営業店と企業支援部（中小企業診断士を配置）が

必要な場合には外部機関とも連携して対応します。

・厳しい経済情勢の中、中小企業の資金調達を支援するため「がんばる中小企業応援ローン」など独自商品を開発しお客さまの資金ニーズ

にお応えしています。

・経済環境に対応した課題解決型金融のできる人材を育成するため、外部専門家を招いた研修および本部による業種別目利き力養

成研修を実施し、営業店等との連携態勢の整備に努めています。

３.他の金融機関等との緊密な連携

当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機関や

信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関

と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

※なお、お客さまからの貸付条件の変更等に関する苦情相談は、次の相談窓口をご利用ください。

西尾信用金庫　コンプライアンス部　お客様相談課　　　フリーダイヤル 0120-108760

［受付時間］平日 8：30～17：30　　　  　 以　上　

 ■利益相反管理方針

当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内

規則に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」といいます。）し、もって

お客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

1. 当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。

2. 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。

（１）次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引

①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引

②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引

③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引

（２）①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引

３. 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせるこ

とにより管理します。

①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法

②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法

③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法

④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法

４. 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および

利益相反管理を一元的に行います。

また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修

等を行います。

５. 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。
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 ■リスク管理態勢
多様化・高度化を余儀なくされている近年の金融機関業務では、ビジネスチャンスが拡大する一方で、リスクの種類や絶対量についても

広域化・増大傾向がみられます。これらのリスクについては、単に回避を図るだけでなく、適正なリスクの洗出しや把握を行った上で許容可

能な範囲を設定し、範囲内でのリスクの取得によってリターン（収益）を得ることも必要であると考えています。

西尾信用金庫では、リスク管理の高度化を経営上の最重要課題の一つとして位置づけています。その上で、各種リスクを統括して一元管

理するための「リスク管理委員会」と、その下部組織である「信用リスク部会」「市場・流動性リスク部会」「オペレーショナル・リスク部会」の３

つの専門部会を設けています。さらに、資産・負債双方を注視するため「ＡＬＭ委員会」と、その下部組織である「ＡＬＭ小委員会」をも設け、

リスクとリターンの総合調整を図っています。

■主なリスク管理
対象リスク 内　　　　容

信用リスク

貸出資産の健全性を維持するため、営業推進部門と貸出審査・管理部門、さらには自己査定監査部門をそれ

ぞれ完全に分離するなど、厳格な管理体制をとっているほか、大口融資案件などの判断にあたっては、代表理事

の全員が参加する「審査会」において審議しています。また、与信方針を明確化し、融資判断をより客観的に

行うための「信用格付制度」、適格な担保評価を行うための「不動産担保管理システム」を導入しています。

さらには、リスクの分散を図るため、同一取引先、あるいは同一業種へ融資が集中することがないよう管理を

徹底しています。

市場・　　　 
流動性リスク

各種市場リスクを定量的に把握し、相場変動が収益や自己資本へおよぼす影響度等を明らかにしたうえ、資産・

負債管理上の諸問題に対応しています。

また、負債の状況に応じた保有資産の流動性についての管理を徹底し、支払準備には万全を期しています。

なお、市場での資金運用に関しては、毎年度、その基本方針と種類別保有限度を定めることとしています。

また、保有有価証券に関する取扱ルールを定め、時価の下落時には、これに従って対応することとしています。

オペレーショナル・
リスク　

■ 事務リスク
事務管理態勢を強化するため、事務指導の充実、職員の教育・訓練などに積極的に取り組んでいます。

また、現場において自ら点検するため、月1回の店内検査を義務づけています。

一方、内部監査態勢として、監査部が、本部各部および各営業店に対して、年１回の抜打ち定例臨店監査

および随時の臨店監査を実施しています。これらの監査結果等を踏まえ、事務指導部門が各営業店に対して計画

的な臨店事務指導を行うなど、事務リスクの排除に積極的に取り組み、事故の未然防止に万全を期しています。

■ システムリスク
コンピュータシステム、データ、ネットワークの管理には万全の態勢で臨んでいます。また災害等による不測の事

態が発生した場合を想定した「コンピュータシステム危機管理計画書」（コンティンジェンシープラン）を制定し、迅速か

つ適切な対応ができる体制としています。一方、顧客情報、企業機密等の漏洩や改ざんに対応するため、「プライバシー

ポリシー」、「セキュリティーポリシー」を制定し、金庫の情報と情報システムの保護に努めています。

事務リスク、システムリスク以外に、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスク等の各リスクを

含む幅広いリスクをオペレーショナル・リスクと定義し、管理態勢の整備を図っています。

■ 法務リスク
顧客に対する過失による義務違反およびビジネス・マーケット慣行から生じる損失・損害を言います。

■ 人的リスク
人事運営上などの問題から生じる損失・損害を言います。

■ 有形資産リスク
災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害を言います。

■ 風評リスク
当金庫の評判の悪化や風説の流布等により信用が低下することから生じる損失・損害を言います。

 ■金融ADR制度への対応
■ 苦情処理措置
当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容を

ホームページで公表しています。

苦情は、当金庫営業日（8時30分～ 17時30分）に営業店またはコンプライアンス部・お客様相談課（フリーダイヤル：

0120-108760）にお申し出ください。

■ 紛争解決措置
当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日にお客様相談課または全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-

5825）にお申し出があれば、愛知県弁護士会（電話：052-203-1777）、東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、

第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等にお取次ぎ

いたします。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。

なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用

いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外

の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法

（移管調停）があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京

弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客様相談課」にお尋ねください。
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■リスク管理に関する組織図
最終意思決定機関 理事会 監事会

統括部署 ALM委員会

主管部署

信用リスク 市場・流動性リスク オペレーショナル・リスク

リスク管理委員会

自己資本管理

信用リスク部会 市場・流動性
リスク部会 ALM小委員会オペレーショナル・

リスク部会

融資一・二部
監査部

企業支援部

経理部
融資一部
企画部

本部各部担当部署

業務担当 本部各部・営業店・子法人等

リスク管理委員会
業務の執行に伴い発生する各種リスク（信用リスク、市場・流動性リスク、オペレーショナル・リスク）の管理等に
関する重要な事項を定期的に協議、推進しています。

ＡＬ Ｍ 委 員 会
金利変動リスク、価格変動リスク、流動性リスク等を極力回避し、資金の調達・運用の最適化および安定的な
収益力の向上を図るため、資産・負債の総合的な管理を定期的に協議、推進しています。

 ■偽造キャッシュカードによる被害防止への対応
当金庫では、お客さまの大切な資産をお守りするために、次のようなさまざまな取り組みをしています。

キャッシュカードの偽造・盗難、通帳（証書）の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によってお客さまの大切な

ご預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則と

して当金庫が補償させていただきます。

ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねる

ケースがありますので、十分にご注意ください。くわしくは店頭にてお問合せください。

万一、キャッシュカード・通帳（証書）の偽造・盗難・紛失等にお気づきの場合には、すぐに下記の連絡先へご連絡願います。

※夜間・休日は、監視センターの業務を名古屋の信金監視センターに委託しています。

（平成29年6月現在）

項　　　　　　　目 対　応　状　況

キャッシュカードの
利用限度　

ATMでの1日あたり引出限度額
キャッシュカードによるATMでの１日の引出限度額は、一律50万円まで

としています。（届出により変更できます。）

暗証番号

ATMによる暗証番号変更サービス
ATMにて暗証番号を変更できます。ただし生年月日・電話番号等の他人

に推測され易い危険な暗証番号への変更はできません。

ATM後方確認ミラー 全ATMに設置しています。

ATM操作画面の覗き見防止フィルム 全ATMに設置しています。

ATM暗証番号入力キーのシャッフル

機能

ATMに数字配列を変更できるシャッフル機能を搭載し、覗き見により手元

の動きで入力暗証番号が分からないようにしています。

ICカードの発行
偽造・変造が困難なICチップが内蔵されたICカードを普通預金・総合口座で

ご利用できます。

指静脈生体認証

平成24年12月3日より個人のICキャッシュカードに「指静脈生体認証情報」の

登録受付を開始しております。

指静脈生体認証情報を登録すれば指静脈生体認証機能対応ATMでは登録者

ご本人以外によるお取引ができなくなります。

指静脈生体認証による1日の引出限度額は200万円です。

（届出により変更できます。）

平日の時間内（8：30～17：30） 当金庫の本支店へ
平日の時間外、当金庫の窓口休業日 監視センター（ＴＥＬ.052-203-8299）へ

預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について

偽造・盗難・紛失時のご連絡先

ALMとは… Asset Liability Management の頭文字をとったものであり、資産と負債を総合的に管理することにより、リスクを
把握・調整し、収益極大化のための望ましい資産と負債の組み合わせを考える経営手法のことです。
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