地域密着型金融推進計画の進捗状況

平成１９年３月末

のと共栄信用金庫

１．大項目毎の進捗状況および分析・課題
17年4月〜19年3月の進捗状況
18年10月〜19年3月
の進捗状況
・経営改善取組み先数は、351（内百錬塾84 ・163先で経営改善の取組みを行った。
先）となり、2年間の目標350先を達成し ・ﾗﾝｸｱｯﾌﾟは7先(4.2%)、不良債権比率は
た。
5.79%となり、目標7%は初年度で達成
・ﾗﾝｸｱｯﾌﾟは2年間で61先(ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率17.9%)と するとともに、2年目以降に自主目標
なった。これにより不良債権比率は2.52ﾎﾟ としてきた5%台も達成した。
ｲﾝﾄ改善し、5.79%となった。またﾗﾝｸｱｯﾌﾟ
・石川県産業創出支援機構(ISICO)との
①事業再生・中小
率目標18%もほぼ達成した。
連携では、新たに2先で取組みを開始
企業金融の円滑
・石川県産業創出支援機構(ISICO)との連携
した。
化
では、2年間に11先で取組みを行い、内1先 ・FP1級に1名合格（2名体制に）したも
でDDSを活用した再建処理を行った。
のの、中小企業診断士については、目
・RCC移管先では、2先で再生支援を行った。 標を達成することができなかった。
大 項 目

②経営力の強化

・自己資本比率は、剰余金の積み増しとﾘｽｸｱ
ｾｯﾄ算出の精緻化により、前期比1.10%上昇
の12.83%となった。
・バーゼルⅡの適用開始を前に、ﾘｽｸ管理委
員会の機能強化を図ってきた。
・統合的ﾘｽｸ管理については各ﾘｽｸを個別に評
価したうえで、それらを総体的に捉える体
制とした。
・ｺｱ業務純益は、前期比30百万円(2.9%)増の
1,071百万円となったものの、目標として
きた1,200百万は達成できなかった。

・CSR専担部署「CSR推進室」を設置し、CSR
を重要課題と位置づけるとともに、活動内
容を「CSRﾚﾎﾟｰﾄ2006」として纏め、公表し
た。
③地域の利用者の ・多子家族応援定期預金「子宝1000」は87億
円の獲得となり、目標としてきた50億円を
利便性向上
達成した。
・利用者満足度ｱﾝｹｰﾄ調査の分析結果に基づ
き、業務改善ﾃｰﾏとその改善状況を公表し
た。

・信用ﾘｽｸ、市場ﾘｽｸおよびｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘ
ｽｸによる自己資本への影響度合いを4
半期毎に経営戦略会議に提示すること
とした。
・ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡの適用開始を控え、ﾃﾞｨｽｸﾛ
誌への開示内容の検討を行ってきた。
・効率経営と財務基盤の強化、および基
幹店舗の機能強化を目的に能登地区3
店舗の統廃合を行った。
・一部の旅館、ホテルの担保評価方法に
収益還元法を導入し、担保評価の精度
アップを図った。
・新たな少子化対策商品として、県民育
児の日応援定期預金「だんらん300」
と、ふるさと石川子育て応援ﾌｧﾝﾄﾞ認
定商品「だんらん500」を発売した。
・県内5つの信用金庫が提携し、「しん
きんｉﾈｯﾄATMｻｰﾋﾞｽ」(ATM利用手数料
完全無料化ｻｰﾋﾞｽ)を開始した。
・能登半島地震の発生をうけ、能登半島
復興ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「負けるな！能登半島」
の取組みを開始した。
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進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題
・外部専門機関の再生ﾉｳﾊｳを吸収すること
で、目利き力や再生手法において一定の浸
透がみられ、連携取組み先に限らず、他の
経営改善先についてもその効果を発揮する
ことができた。
・ﾗﾝｸｱｯﾌﾟについては、経営改善に時間と技術
を要する先が多く、今後も長期的視点に
立って根気よく取り組む必要がある。
・企業の経営改善を継続的かつ効果的に行っ
ていくため、現場力の向上が不可欠であ
り、そういった観点からも、本部各部の支
援体制を強化し、特に若手・中堅を中心と
した百錬塾のｽｷﾙと実践力を底上げしたい。
・ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡへの対応については、ﾃﾞｨｽｸﾛ誌へ
の情報開示に向け、ｽｹｼﾞｭｰﾙ感を持って対応
していきたい。
・計量化したﾘｽｸ量の分析結果を どのように
経営戦略に反映させるのか、またどの業務
にどの程度資本配分するのか、その基準づ
くりが課題である。
・19年度は、ｺｱ業務純益10%増を目標に、店別
収益状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを強化たい。
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ態勢を中心とする顧客保護管理態
勢については、今後も不断の見直しと強化
を図ることとする。
・CSRは職員一人ひとりの意識の高揚が不可欠
であり、また継続的な実践体制の整備と費
用対効果を常に測定、評価する必要があ
る。
・今後も、少子化問題への積極的な関わりを
事業計画の重点課題として位置付けする。
・能登半島復興ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「負けるな！能登半
島」を、地域金融機関としての使命感を
持って、強力に推進したい。

２．主な数値目標と進捗状況
項

目

平成１９年３月末目標

平成１９年３月末実績

自己資本比率

１２．５％

１２．８％

不良債権比率

７．０％

５．７％

１０先

１１先

３５０先

３５１先

１８．０％

１７．９％

石川県産業創出支援機構(ISICO)との
連携による中小企業再建の取組み
経営改善取組み先数
ランクアップ率

２年間で
２年間で延べ
２年間の累計で

少子化対策商品
多子家族応援定期預金「子宝１０００」

中小企業診断士の育成

５０億円

８７億円

２名

０名

（現在の１名体制を３名体制に）

(現職は１名)

１２．０億円

１０．７億円

７０．０％

７７．７％

残高

コア業務純益
ＯＨＲ（業務粗利益経費率）
業務粗利益に占める経費の割合

‑ 2 ‑

３．地域密着型金融推進計画の進捗状況
アクションプログラム
要請事項

具体的施策と実施スケジュール

取組方針

進

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

捗

状

１７年４月〜１９年３月

況
１８年１０月〜１９年３月

１．事業再生・中小企業金融の円滑化
（１）創業・新事業支援機能等の強化
①融資審査態勢の 融資審査能力の向 ・審査トレー
・審査トレー
強化等
上
ニー制度の強
ニーの対象者
化策の検討
を一般職にま
で拡大し実施

・審査トレー
ニーの実施

・百錬塾の審査能力の強化

②産学官等の更な 外部専門機関との ・中小企業支援センターとの連携強化
る連携強化等
連携強化
・商工組合中央金庫との業務提携
・北陸地区産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議の情報活用
・七尾市経済再生戦略会議への参画
・国土交通省「街なか居住再生ファンド」「建設産業支援プログ
ラム」の研究

・審査トレーニー
職場離脱指定制度を利用して、融資担当役
席5名が実施した。

・審査トレーニー
融資担当役席3名が実施し
た。

・百錬塾の融資講座へ延べ6回本部講師を派
遣した。

・企業支援部から講師を派遣し
た。（2月）

・毎月奇数週水曜日に職員2名（うち1名中小
企業診断士）を七尾商工会議所内の能登地
域中小企業支援センターに派遣し経営相談
業務を実施した。
能登地域中小企業支援センターが統廃合に
よる廃止により18年度より行っていない。
・七尾市経済再生戦略会議の委員として参画
17年度は4回開催、 18年度は12回開催
・RCC移管先の再生支援は、17年度は2件、18
年度については、取組みが一段落したこと
もあり、実績はなし。
・七尾市駅前再開発事業へ職員を継続派遣

・「七尾・中能登産業活性化検
討会議」に参加
・「のと・七尾人間塾」に職員
を2名派遣

・のとしんビジネスクラブ 毎月１回開催
・「ゲンキまち」の発行 累計67先
・「ゲンキまち」のホームページ掲載
・ビジネスフェア（東海地区協主催、ＦＩＴ
ネット）の視察
・中小企業基盤整備機構北陸支部の講演1回
実施

・のとしんビジネスクラブ
毎月１回開催
・「ゲンキまち」の発行15先
・「しんきんビジネスフェア北
陸ビジネス街道２００６」へ
参画

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
①中小企業に対す
るコンサルティ
ング機能、情報
提供機能の一層
の強化

取引先のニーズに ・二世経営者サークル「のとし ・二世経営者サークル「のとし
んビジネスクラブ」２期生（３ んビジネスクラブ」３期生の
応じた経営情報、
ビジネスマッチン １名）の発足（4月）
発足（4月）
グ情報の提供
毎月１回の勉強会開催
毎月１回の勉強会開催
・商売情報紹介ツール「ゲンキ ・商売情報紹介ツール「ゲンキ
まち」発信 年３０号
まち」発信 年３０号
・地区協主催の「ビジネスフェ
ア」（10月開催予定）のへ
参画
・しんきんふれ ・しんきんふれ ・左記の取組みを継続、強化
愛ネットによ
愛ネットの経
り中小企業等
営情報を全店
の経営情報を
へ発信
全国へ発信
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・しんきんふれ愛ネットへ企業情報（1件）
を掲示

アクションプログラム
要請事項
②中小企業支援ス
キルの向上を目
的とした取組み
の強化

取組方針

具体的施策と実施スケジュール
１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

進

捗

状

１７年４月〜１９年３月

中小企業診断士等 ・能登地域中小企業支援センターの経営相談窓口に中小企業診断
士を派遣
の経営管理能力を
活用した支援の強 ・中小企業診断士を研修の講師や経営相談に派遣
化

況
１８年１０月〜１９年３月

・17年度中に、毎月奇数週水曜日に職員2名
（うち1名中小企業診断士）を七尾商工会
議所内の能登地域中小企業支援センターに
派遣し経営相談業務を行った。
・中小企業診断士の職員を「百錬塾」や内部
研修の講師として活用した。
・ＦＰ１級に1名合格し、2名体制となった。
ＦＰ１級の職員を講師に、ＦＰ養成講座を
開講
③要注意先債権等 経営改善支援機能 ・17年度の経営 ・「中小企業等 ・18年度の経営 ・「中小企業等 ・2年間の取組み先実績351先（内百錬塾取組
の健全債権化等 の強化
改善取組先
再生マニュア
支援取組先を
再生マニュア
み先84先)
に向けた取組み
を抽出
ル」および
抽出
ル」および
17年度188先(内百錬塾45先)
の強化
（4月）
「事例集」の
（4月）
「事例集」の
18年度163先(内百錬塾39先)
・中小企業等の
作成
継続作成
・ランクアップ実績
再生事例の収
2年間のランクアップ率目標18%（63先）は
集
未達となった。
2年間のランクアップ実績は、「パワー
アップ先」49先、「百錬塾」12先、計61先
（ランクアップ率17.9%）となった。
17年度「パワーアップ先」34先
「百錬塾」
8先 計42先
18年度「パワーアップ先」15先
「百錬塾」
4先 計19先
・不良債権比率
2年間で2.52ﾎﾟｲﾝﾄ低下、5.79%となった。
18年3月末6.27% 対前期末2.04ﾎﾟｲﾝﾄ低下
19年3月末5.79% 対前期末0.48ﾎﾟｲﾝﾄ低下
・マニュアルおよび事例集は、作成、公表ま
でには至っていない。

同左

④健全債権化等の 開示内容等の充実 ・開示項目の充実化
・半期毎に実績および計画の進捗状況を開示
強化に関する実
績の公表等

・半期ごとに実績を店頭、ホームページで公
表した。

・１８年９月末の実績を店頭、
ホームページで公表した。

・石川県産業創出支援機構（ＩＳＩＣＯ）と
の連携による地域中小企業の再建への取組
み実績は、2年間で11先（目標10先）
・信金中金より講師の派遣を受け、ＤＤＳ等
の勉強会を実施
・ＤＤＳを活用した再建処理が１先完了
・成功事例等の開示内容、開示方法を検討し
た。

・新たに3件の先でＩＳＩＣＯ
との連携取組開始

・ランクアップ
「パワーアップ先」5先
「百錬塾」
2先
計7先
・不良債権比率は、18年9月末
比0.25ポイント低下し、
5.79%となった。
・事例集については、模範的な
事例が一定量集まらず、引き
続き収集していく段階であ
る。

（３）事業再生に向けた積極的取組み
①事業再生に向け 石川県産業創出支 ・ＩＳＩＣＯとの連携による各種再建スキームを活用した地域中
小企業の再建
た積極的取組み 援機構（ＩＳＩＣ
（10先）
Ｏ）との連携強化

②再生支援実績に 成功事例等再生支 ・成功事例等の開示内容や開示方法の検討と公表
関する情報開示 援実績や再生ノウ
の拡充、再生ノ ハウの開示
ウハウ共有化の
一層の推進
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・成功事例等の開示内容、開示
方法を検討した。
・開示までには至らなかった。

アクションプログラム
要請事項

取組方針

具体的施策と実施スケジュール
１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

進

捗

状

１７年４月〜１９年３月

況
１８年１０月〜１９年３月

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等
①担保・保証に過 スコアリングモデ ・商工会議所、 ・左記商品の推 ・左記の取組みを継続、強化
度に依存しない ルの活用
商工会との提
進
融資の推進
携による「商
工会議所メン
バーズロー
ン」（6月）
および「商工
会メンバーズ
ローン」の発
売（8月）
・包括根保証の
特定保証への
切替え完了
・ＳＤＢ（信用金庫業界の中小
企業信用リスクデータベー
ス）によるスコアリングモデ
ルを活用した事業性融資商品
の開発、発売と推進

・商工会、商工会議所と連携し、会員向け無
担保融資を発売、推進し、累計で
36件 149百万円を実行した。
・旧共栄信用金庫の包括根保証35件について
は、33件（94%）が完了した。残り2件と
なっている。
・スコアリングモデルを活用した無担保、無
保証商品（地元優良事業所支援融資）を発
売した。
17年度実績 183件 3,522百万円
18年度実績 155件 2,068百万円

・商工会、商工会議所提携ロー
ンは、1件で1百万円の実行に
とどまった。
・18年12月に長期固定金利事業
資金「借り上手」を発売し、
49件 12億円を実行した。

②中小企業の資金 新たな融資手法の ・新たな金融手法を活用した商
調達手法の多様 活用
品の研究、開発
化等

・オリックスとの提携ローン（事業資金）を
2年間にわたり企画してきたが、自己査定
上の査定区分の問題で、現在も発売は保留
となっている。

・能登半島地震緊急特別融資
（保証人は法人代表者、個人
は法定相続人１名）の取扱い
を開始した。

内部規程の整備と ・与信取引のア ・苦情事案等の ・苦情事案等の ・苦情事案等の ・「与信取引のアカウンタビリティマニュア
ル」を改定（17年4月）
諸対策の実施
諸対策の実施
対策内容の公
苦情事案等の分
カウンタビリ
状況と諸規程 ・「貸出金等に係る重要事項説明確認書」を
表を検討、実
状況と諸規程
析、還元
ティマニュア
全面改定（17年4月）
の実効
の実効性の検
施
ルの改定
・「苦情処理取扱要領」を「苦情事案等処理
性の検証
証・諸規程の ・職員の苦情処
・「苦情処理取
要領」として全面改定（17年8月）
実効性につい
理に対する意 ・諸規程の実効
扱要領」を
性についての ・不適切事案に対する分析資料として、執務
識の高揚策を
ての臨店指導
「苦情事案等
参考資料「MAGOKORO」の随時発行を開始
臨店指導
検討、実施
処理要領」と
（17年7月）し、2年間で12回発行した。
して全面改定
・臨店指導は、個人情報取扱等に関する点検
・不適切事案に
と同時に実施（18年1〜2月）
対する分析結
・「苦情・クレーム事案等の未然防止及び適
果の情報還元
切な対応」研修会の開催（18年5月）
資料「MAGOK
・苦情等についての本部主管部の対応や処置
ORO」の随時
を明確化するため、様式変更を行った。
発行を開始
（18年8月）

・執務参考資料「MAGOKORO」を
1回発行
・苦情事案等の迅速・適切な対
応を促すための事務連絡発信
（18年10月）
・苦情・クレーム・事務事故等
の不適切及び不祥事案発生時
の速やかな報告について、周
知徹底させるための事務連絡
発信（19年1月）

・新商品の発売と推進

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化
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アクションプログラム
要請事項

取組方針

具体的施策と実施スケジュール
１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

進

捗

状

１７年４月〜１９年３月

況
１８年１０月〜１９年３月

（６）人材の育成
職員の目利き力と ・「ニューのとしんカレッジ」
経営支援能力の向
第１１期生開講（4月）
上
スキル別に「マスターコー
ス」と「ジュニアコース」の
コース制とし、人員も増員
・目利き力養成実践講座「百錬
塾」の強化の検討と実践
実践対象先の見直し
成果発表会の開催（10月）

・「ニューのとしんカレッジ」
第１２期生開講（4月）
・目利き力養成実践講座「百錬
塾」の継続
実践対象先の抽出（4月）
成果発表会の開催（10月）

・「ニューのとしんカレッジ」
スキル別に「マスターコース」と「ジュニ
アコース」とし、人数も増員した。
第11期生の開講（17年4月）各コース7人
第12期生の開講（18年4月）各コース8人
各年度において成果発表会を開催
・「百錬塾」の継続実践
17年度・18年度
リストアップ
84先 2,310百万円
ランクアップ実績 12先
158百万円
・中小企業診断士資格試験の受験
2年間で延べ10人受験し、合格者無し。
・外部研修への派遣
全信協主催の研修に8人派遣
北陸地区協主催の研修に12人派遣 等
・外部講師を招いての庫内研修
信金中金講師の実務研修 30人

・ニューのとしんカレッジ第12
期生の閉講式(11月1日)
成果発表会の開催
・「百錬塾」の継続実践
18年度
リストアップ
39先 1,020百万円
ランクアップ実績
4先
54百万円

・第５回自立型 ・「チャレンジ ・第６回自立型 ・「チャレンジ ・自立型人間養成講座「チャレンジマルコ
人間養成講座
マルコポー
人間養成講座
マルコポー
ポーロ」（先進企業等への単独視察派遣）
「チャレンジ
ロ」報告会を
「チャレンジ
ロ」報告会を
の実施
マルコポー
開催し、実際
マルコポー
開催し、実際
17年度 8人、 18年度 7人
ロ」の実施
適用を検討
ロ」の実施
適用を検討
各年度において報告会を開催した。
（9月）
（10月）
（9月）
（10月）
・審査トレーニーの継続実施
・審査トレー
・審査トレー
職場離脱指定制度を利用して実施 5人
ニーの対象者
ニーの実施
・ＦＰ１級に１名合格
を拡大し実施

・第６回自立型人間養成講座
「チャレンジマルコポーロ」
(9月〜10月)
報告会の開催(10月28日)
・審査トレーニーの継続実施
職場離脱指定制度を利用して
実施 3人

・信用リスク等 ・統合リスク管 ・統合リスク管 ・これまでのリスク管理規程および各リスク
管理要領を整備、改定した。（17年6月）
理態勢の検証
理態勢の整備
の管理の高度
と管理規程の ・バーゼルⅡ第 ・「バーゼルⅡ」関連の情報収集に努めた。
化、精緻化へ
３の柱（市場 ・新ＢＩＳ規制、新しい自己資本比率の算出
制定・ストレ
の対応の検討
に関して、信金中金、ＮＴＴデータおよび
規律）の対応
ステストの実
・統合リスク管
共同事務センターと意見交換を行った。
の検討
施
理態勢の研究
・銀行勘定の金利リスク量を常時把握するた
と大枠の確定
め、共同センターのＡＬＭシステムを活用
・新しい自己資
すべく研修に参加した。
本比率の試算
・新ＢＩＳ基準については、信用リスクが標
・試算結果の分
準的手法、オペレーショナルリスクが基礎
析と対策の検
的手法を採用することで決定する。
討、実践

・新しい自己資本比率について
は、共同センターシステムに
より19年3月末を算出した。
・統合的リスク管理について
は、各種リスクが顕在化した
場合の自己資本への影響度合
を3ヶ月毎に算出し経営戦略
会議に提示することとした。
・銀行勘定の金利リスク量につ
いては、パーセンタイル値
（日興ＮＢＡシステムを活用
した再評価方式）を採用する
方向で検討している。

・中小企業診断士の育成（２人育成し３人体制に）
中小企業大学校へ派遣（２人）
・外部研修「目利き力ステップアップ講座」「企業ランクアップ
講座」等への派遣

・外部研修への派遣
全信協主催の研修に1人派遣
地区協主催の研修に6人派遣
・外部講師を招いての庫内研修
信金中金「中小企業経営改善
支援実務研修」30人

２．経営力の強化
（１）リスク管理態勢の充実
①バーゼルⅡの導 新しい自己資本比 ・「新しい自己
資本比率規
入に向けた態勢 率規制の厳格な適
制」に関する
整備
用
情報の収集、
分析
・リスク計測手
法の確定
・オペレーショ
ナルリスク量
の把握
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アクションプログラム
要請事項

取組方針

具体的施策と実施スケジュール
１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

進

捗

状

１７年４月〜１９年３月

・信用リスクについては共同センターシステ
ムおよびモンテカルロシミュレーションソ
フトを活用し、毎月試算を行っている。
・告示内容について分析を行うとともに、新
ＢＩＳ基準に基づくオペレーショナルリス
ク量の試算を行った。
・信用リスクについては、新たにモンテカル
ロシミュレーション活用することとした。
②適切な自己査定 担保評価精度の向 ・特殊物件の収益還元法運用に ・収益還元法の ・収益還元法の ・17年度に特殊物件の収益還元法について、
及び償却・引当 上
向けての検討
手法、還元利回り等を不動産鑑定士より聞
実際適用の検
実際適用の検
の確保
取りした。
討
討を継続
・17年8月に、事務連絡により、決算分析、
実態把握を十分するよう徹底を図った。
・企業の経営実態把握に向けた実効的な勉強会の検討と実施
・17年12月に、特殊物件の収益還元法につい
て、不動産鑑定士からの聞き取りや、自己
査定委員会の主催による勉強会を実施し
た。

況
１８年１０月〜１９年３月
・バーゼルⅡ第３の柱（市場規
律）について、開示内容の検
討を行った。

・18年10月に分譲マンション
(自用)の担保評価方法につ
き、不動産鑑定会社のマン
ション評価システムを導入。
・19年3月より、旅館・ホテル
の評価方法（債務者区分破綻
懸念先以下、債権額５０百万
円以上の先）に収益還元法を
導入した。
・決算分析、連結決算等実態把
握に結びつく勉強会開催と事
務連絡による徹底を図った。

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上
①管理会計の整備
及びこれを活用
した業績評価の
結果に基づく業
務の再構築

管理会計の再構築 ・本支店勘定における個別スプ
レッド方
及びコア業務純益
式採用等、管理会計の抜本的
の改善と店舗表彰
見直しの検討
制度の見直し
・店舗表彰制度における収益項
目の見直しの検討

・新しい管理会
計の適用
・店舗表彰制度
の見直し

・収益重視に向け、各部店および各委員会に
おいてコンセンサスを図ってきた。
・個別スプレッド方式の採用に向け、共同セ
ンターと意見交換を行ったものの、共同セ
ンター加盟金庫に同方式を採用している金
庫がなく、ノウハウ不足から、18年度採用
までには至らなかった。
・18年3月期のコア業務純益は、
前年同期比144百万円(16.0%)増の1,040百
万円となった。
・18年度店舗表彰の収益管理項目について見
直しを行った。
②信用リスクデー 内部格付け制度の ・個人事業主の ・個人事業主の ・個人事業主の ・プライシング ・信金中央金庫による個人事業主の財務デー
タとして税務申告書の一部書式を徴求する
制度（案）の
財務データの
財務データの
財務データの
タの蓄積と金利 充実
こととした。
策定
蓄積
蓄積
蓄積準備
設定のための内
・業種コードの精微化の検証を行った。
・信用格付ごと
部基準の整備等
・18年8月より、デフォルト率、保全率を反
のデフォルト
映させた基準金利の適用を開始する。
率の算出
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・効率経営と財務基盤の強化を
目的に、能登地区の3店舗
（良川、鹿西、能登島）を11
月に統廃合した。
・19年3月期のコア業務純益は
前年同期比30百万円(2.9%)増
の1,071百万円となったもの
の、目標1,200百万円は達成
することができなかった。
・19年度店舗表彰の収益管理項
目について見直しを行った。
・ＳＤＢのデフォルト率と非保
全率を利用したＥＬ（期待損
失）およびＵＬ（非期待損
失）の算出により、信用Ｖａ
ｒ（最大損失額）の把握が可
能となった。
・信用リスクの計量化が可能と
なり、市場リスク、オペレー
ショナルリスクを合わせた、
潜在リスクの自己資本への影
響度合試算が可能となった。

アクションプログラム
要請事項

取組方針

具体的施策と実施スケジュール
１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

進

捗

状

１７年４月〜１９年３月

況
１８年１０月〜１９年３月
・個人事業主財務データの蓄積
を開始したが、全国には分析
に必要な2期分のデータが登
録されている先が少なく、分
析が遅れている。

（３）ガバナンスの強化
半期情報開示の充 ・総代選考基準 ・半期情報開示 ・ディスクロ誌 ・半期情報開示 ・17年5月開催の理事会での承認を得て総代
実と総代会の機能
を改定し、総
誌の発行
の総代会関係
誌の発行
選任規程を制定
強化
代選任規程を ・ディスクロ誌
項目の充実
・総代の改選（17年8月任期）に伴い、80歳
制定
への総代会関 ・ディスクロ誌
定年の実施（該当者8名）、選任区域を特
・定年制、地区
係の開示内容
に一般会員か
定しない総代の選出（10名）及び女性総代
にとらわれな
等の検討
らの意見・要
の選出（3名）を実施
い総代の選
望投稿用紙を
・会員の意見反映のため、ディスクロ誌に顧
任、女性総代
掲載
客満足度アンケートの結果の公表を検討し
の選任の実現
・意見、要望の
たものの、実施には至らなかった。
・半期情報開示
分析と経営へ
誌の充実を検
の反映方法の
討
検討と実施
・半期情報開示
誌の検証と充
実化を検討

・18年度ディスクロ誌にアン
ケート結果の公表を検討

（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化
①営業店に対する 不祥事件等の発生 ・17年度監査項 ・実践的なコン ・公益通報者保
法令等遵守状況 の未然防止
護規程の整備
目の見直し
プライアンス
の点検強化等
勉強会の実施 ・18年度監査項
目の見直し
方法の検討と
営業店への実
践指導
・不祥事件未然
防止態勢の検
証と強化検討

・コンプライアンス自己チェックの実施（4月、10月）および自己
チェック結果の分析、評価と還元
・自己チェック項目の見直し
・コンプライアンスプログラムに基づく勉強会、研修会の実施
・営業店を指導する立場にある本部各部および関連会社の監査を
強化
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・17年度監査項目、18年度監査方針見直し
・自己チェックの実施（4月、10月）
自己チェック結果の分析、還元(18年2月)
自己チェック項目見直し(18年3月・10月)
・ＣＳＲ推進室を設置（17年6月）
・不祥事件未然防止報告書の充実(17年9月)
・本部各部や関連会社の監査を強化
・委員会の開催を月2回に増加（17年10月）
・職場離脱指定制度実施要領の制定
（17年11月）
18年8月より運用を開始し、147名で実施
・公益通報者保護管理規程の制定(18年4月)
・事務点検表見直し（18年4月）
・店内検査実施要領の一部改定（18年5月）
・コンプライアンスに関する職員意識のアン
ケート実施（18年8月、9月に結果分析）
・「公正取引の確保に関するマニュアル」の
制定（18年9月）
・取引等の適切性確保に係る取組み態勢の監
査方針（18年9月）

・自己チェックの実施
(18年10月)
・コンプライアンス臨店指導
（18年10・11月）
・本部監査については、事務管
理部（18年12月）、融資部
（18年12月）、総務部
（19年3月）、業務推進部
（19年3月）に実施した。
・反社会的団体と思料されると
ころからの図書の購読強要事
案対応について（19年1月）
・「反社会的勢力及び団体によ
る不当要求行為等措置要領」
の制定（19年3月）

アクションプログラム
要請事項

取組方針

具体的施策と実施スケジュール
１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

・個人情報監査と連携した臨店
②適切な顧客情報 顧客情報のより一 ・情報系の安全 ・漏洩防止マ
指導の実施
の管理・取扱い 層適切な管理と取
管理措置対応
ニュアルの制
・個人情報取扱事務の自主点検
の確保
扱い
要領の制定
定
の実施と内容の分析、評価
・情報系にセ
・個人情報保
キュリティシ
護・利用に関 ・Ｑ＆Ａ集を作成、随時更新し
還元
ステムの導入
する諸規程の
・取扱いの徹底
改定
に向けた臨店 ・個人情報取扱
指導の実施
事務の自主点
・Ｑ＆Ａ集を作
検の実施と内
成、随時更新
容の分析、評
し還元
価

進

捗

状

１７年４月〜１９年３月

況
１８年１０月〜１９年３月

・個人情報保護に関する各種要領等の制定
・情報系にセキュリティシステムを導入
・取扱いの徹底に向けた臨店指導
巡回指導、ブロック別検討会、一斉点検の
臨店等（17年4〜6月、18年1月)
・部店単位の個人情報の安全管理施策の実施
「漏えい対策マニュアル」、「ウィークポ
イントマニュアル」の策定
「個人情報問診シート」を実施
個人情報の点検・整理強化旬間
個人情報取扱事務の自主点検
・「FAX及び郵便の送信時における個人情報
漏えい防止マニュアル」策定（17年6月）
・Ｑ＆Ａ集を作成、随時更新し還元
・ペーパー情報の整理推進月間（17年11月）
・各種規程等の改定、個人データの安全管理
措置等に関する規程の制定（18年1月）
・個人情報関係ファイルの専用シールの貼付
・職員意識のアンケート実施（18年8月、9月
に結果分析）

・個人情報に関する自主点検の
実施（18年10月）
・個人情報コンプライアンス・
マニュアルおよび個人情報コ
ンプライアンス・プログラム
の全面改定（18年11月）
・個人情報開示手数料の一部改
定（18年11月）
・個人情報の適切な取扱い及び
適正かつ安全な保管管理につ
いて周知徹底（19年2月）
・個人情報の適正かつ確実な取
扱いについて周知徹底
（19年3月)

・顧客データベースの正確性の向上を目的に
業種コードの細分化を行った。
・個人事業者の財務データの登録を18年3月
より開始した。
・ＳＤＢによる格付（外部格付）と内部格付
の違いを顧客ごとに洗い出し相違分析を
行った。
・ＳＤＢのディフォルト率を利用し、内部格
付のディフォルト率を算出した。

・ＳＤＢのディフォルト値を利
用したシミュレーションによ
るＥＬ(期待損失)、ＵＬ(非
期待損失)および信用Ｖａｒ
(最大損失額)算出が可能と
なった。
・信金中金に依頼し、担当役員
を交えたＳＤＢの有効利用に
関する勉強会を実施した。
・統合的リスク管理表（試算）
の作成が可能となった。

・有価証券の保有限度枠及びリスクリミット
の考え方の勉強会を行った。(17年9月)
・信金中央金庫によるポートフォリオ分析を
実施した。（17年12月）
・信金中央金庫の提供する高利回りの延長特
約付定期預金および積立定期預金の商品内
容について勉強会を実施した。(18年1月)
・市場業務習得のため信金中央金庫へ職員1
名を研修に派遣した。（18年3月）

・信金中央金庫の有価証券ポー
トフォリオ分析を受け、当金
庫の運用状況と問題点につい
て認識を深めた。
・新BIS規制（第2の柱）への対
応について、信金中央金庫の
講師による勉強会を行った。
（18年11月）

（５）ＩＴの戦略的活用
ＩＴを活用したリ ・ＳＤＢ（信用金庫業界の中小企業信用リスクデータベース）の
スク管理の高度化
利用方法の研究
・顧客データ
・ＳＤＢの有効 ・ＳＤＢと内部 ・ＳＤＢと内部
ベースの正確
格付との連結
格付を連結し
利用に関する
性の確保（業
勉強会の開催
の検討
た分析資料の
種コードの細 ・顧客データ
作成
分化）
ベースの正確
性の確保（個
人事業者の財
務データの登
録）

（６）協同組織中央機関の機能強化
信金中央金庫のリ ・市場リスクに ・仕組み債に関 ・信金中央金庫の有価証券ポー
スク管理における
トフォリオ分析結果に基づく
するリスク管
関する金庫内
支援機能の積極的
運用方針の決定
理システムの
勉強会の実施
活用
・仕組み債に関するリスク管理
検討
システムの構築、活用と検証
・信金中央金庫の有価証券ポートフォリオ分析を受け、その結果
に基づき運用方針を見直す
・上記分析と併せて信金中央金庫の「市場リスク計測支援ツー
ル」を利用した市場リスク量の試算・分析を受ける
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アクションプログラム
要請事項

取組方針

具体的施策と実施スケジュール
１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

進

捗

状

１７年４月〜１９年３月

況
１８年１０月〜１９年３月

・信金中央金庫に対する高利回り商品の取扱い開始の働きかけと
積極活用
・管理態勢の強化に向け、信金中央金庫の研修制度を積極活用
・ＳＣＢ積立定期預金およびＳＣＢ延長特約付定期預金の取組み

・ＳＣＢ積立定期預金（5年）を2件、契約額
合計50億円で取組みした。(18年4月・5月)
・ＳＣＢ延長特約付定期預金(最短1年、最長
6年)1件7.5億円を取組みした。(18年5月)

・市場リスク管理態勢の強化に
向け、証券会社の主催するリ
スク管理セミナーに参加し
た。（19年3月）

①地域貢献に関す 地域貢献に関する ・地域貢献に関 ・地域貢献に関 ・「ＣＳＲ報告
る情報開示
情報開示の充実化
する情報開示
する情報の充
書」の発行
の充実化を検
実化（半期情
討
報開示誌
「ＣＳＲ報告
書」の検討
・寄せられた質問や相談のうち、頻度の高いものや重要なものを
②充実した分かり お客様の目線に
やすい情報開示 立った分かりやす 「よくある質問Ｑ＆Ａ」に取り纏め、ホームページ上で公表
の推進
い情報開示

・地域貢献活動をディスクロ誌、ミニディス
クロ誌、ホームページで開示
・「ＣＳＲレポート２００６」を発行し、当
金庫のＣＳＲ活動の報告を行った。

・「ＣＳＲレポート２００７」
の発行に向けて、開示内容の
検討、準備を行った。

・利用者満足度アンケート(17年10月)の「ア
ンケート実施状況と結果」及び「調査結果
を踏まえた業務改善状況」をホームページ
上で公表した。（18年5月）

・「よくある質問Ｑ＆Ａ」の公
は出来なかった。
・利用者満足度アンケートを実
施した、（19年1月）

・ひとこと伝言板「きどあいらく」とそれに
ＣＳＲに関する取 ・理事長へのひとこと伝言板
・「きどあいら
「きどあいらく」とそれに基
基づく業務改善の継続実施
組みの強化とス
く」に基づく
づく業務改善の継続実施
・新本店２階にギャラリー「かわも」を併設
テークホルダー満
業務改善内容
年間を通じ常時イベントを開催
足度の向上
の公表を検討
・新本店２階に ・利用者満足度 ・アンケートに ・利用者満足度 ・七尾美術館の美術品収集目的として１千万
円を寄付
アンケート調
基づく経営改
アンケート調
ギャラリーを
査(18年中に ・地域の文化、伝統産業の振興と子どもの健
善内容の公表
査(17年中に
併設
全育成、教育事業への助成を目的に「のと
実施)
と金融庁への
実施)
・七尾美術館の
しんふるさと基金」を設立
・アンケート結
報告
美術品収集目 ・アンケート結
果の分析とそ ・ＣＳＲ推進室の設置（17年6月）
（6月）
果の分析 (1
的として七尾
れに基づく経 ・ＣＳＲ推進要領を制定（17年8月）
月)とそれに ・ななお子育て
市に１千万円
営改善の検討 ・利用者満足度アンケート調査の実施
応援進コン
基づく経営改
の寄付
（17年10月）
と実施
ソーシアム
善の検討と実
・地域の文化、
・利用者満足度アンケート調査の分析結果に
（経済産業省
施職員提案制
伝統産業の振
基づく改善テーマ検討と実施
が推進する
度の実施
興を目的に
・子どもの笑顔を育む運動の開始(18年2月)
「サービス産
「のとしんふ
・「のとしんふるさと基金」より地元高等学
業創出支援事
るさと基金」
校へ100万円相当の備品を寄付（18年3月）
業」）への参
を設立
・ＣＳＲ活動を強化するため、ＣＳＲ推進要
画
・ＣＳＲ推進室
領を改定（18年4月）
の設置(6月)
・第１回ＣＳＲ活動推進担当者研修会を開催
・ＣＳＲ検討グ
（18年4月）
ループを設置
・お客様満足度アンケート調査の結果と業務
（9月）
改善状況の報告をホームページに掲載
・ＣＳＲに関する諸施策を検討
・ななお子育て応援コンソーシアムへの参画

・全職員の交通安全意識の向上
と、交通安全に対する部店の
取組みの徹底を図り、職場か
らの交通安全の追放を目的と
して、職員から「交通安全標
語」募集し、優秀３作品も含
め、七尾警察署に対して「交
通安全宣言」を実施した。
（19年10月）
・利用者満足度アンケート調査
の実施（19年1月）
・石川県が推進する「ふるさと
石川子育て応援ファンド」へ
参画（19年3月）
当該ファンドの認定商品とし
て「だんらん５００」を発売
した。同商品の残高に応じ、
今後5年間で最大1,250万円
を、石川県の子育て支援事業
に寄付することとしている。

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

（２）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立
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アクションプログラム
要請事項

取組方針

具体的施策と実施スケジュール
１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期

進

捗

状

１７年４月〜１９年３月

況
１８年１０月〜１９年３月

（３）地域再生推進のための各種施策との連携等
地域貢献商品の充 ・石川県の「プレミアムパス
左記取組みを継続、強化
ポート事業」へ協賛（6月）
実等、地域と一体
となった取組みの ・地域貢献商品の推進
多子家族応援定期預金
推進
「子宝１０００」の推進
19年3月末残高目標５０億円
(18年3月末残高目標３０億円)
消費税専用定期積金
「納めま専科」の推進
2年間の先数純増目標
１０００先
地域貢献カード
「能登半島物語カード」の推
進
2年間の獲得契約目標
１０００枚
カード会社から能登半島
広域観光協会への観光事
業推進協力金

・商工会、商工会議所提携ローンを発売
目標 ７２件 ３１３百万円
実績 ３６件 １４９百万円
・多子家族応援定期預金「子宝１０００」
目標５０億円(平成１９年３月末目標)
実績８７億円(平成１９年３月末実績)
・消費税専用定期積金「納めま専科」
純増目標（２年間）１，０００先
純増実績（２年間）１，５１２先
・地域貢献カード「能登半島物語カード」
目標（２年間）１，０００枚
実績（２年間）１，１４６枚
・プレミアム定期積金「ご近所専科」
獲得実績(給付契約額) １０１億円
・石川県のプレミアムパスポート事業の推進
のため、新たな地域貢献商品「県民育児の
日応援定期預金」を発売
「だんらん３００」(実績)：２７億円
「だんらん５００」(実績)：１０億円

・商工会、商工会議所提携ロー
ン
実績 １件 ３百万円
・多子家族応援定期預金「子宝
１０００」
実績 ２４億円
・消費税専用定期積金「納めま
専科」
純増実績 ９３６先
・地域貢献カード「能登半島物
語カード」
実績 １７７枚
・１２月１日、石川県内の５つ
の信用金庫が提携し、「しん
きんｉネットＡＴＭサービ
ス」（ＡＴＭ利用手数料完全
無料化サービス）を開始し
た。

（カード利用額の0.5％）

2年間で ５０万円
・「商工会議所メンバーズロー
ン」
（6月）および
「商工会メンバーズローン」
（8月）の発売、推進
・新たな地域貢献商品の検討

「だんらん５００」は、ふるさと石川子
育て応援ファンドの認定商品として、当
金庫の運用益の一部を石川県の子育て支
援事業に寄付することとしている。（今
後5年間で最大1,250万円を寄付）

４．進捗状況の公表
取組みの特色や成 ・リレーション ・17年度上期の ・17年度下期ま ・18年度上期ま ・リレーションシップバンキングの機能強化
での進捗状況
計画の進捗状況(15年4月〜17年3月)を公表
進捗状況を公
での進捗状況
果の公表
シップバンキ
（17年5月）
を公表
を公表
表
ングの機能強
・17年度上期の進捗状況を公表(17年12月)
化計画の進捗
・17年度の進捗状況を公表(18年5月)
状況
・18年度上期の進捗状況を公表(18年5月)
(15年4月〜
17年3月)を
公表
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・18年度上期の進捗状況を
公表(18年5月)

個人保証に過度に依存しない融資に向けた取組み
当金庫は、ＳＤＢ（信用金庫業界の中小企業信用リスクデータベース）のスコアリングモデルを活用し
た「地元優良事業所支援資金」や長期固定型事業資金「借り上手」、また、商工会議所等と提携した会
員向け無担保融資や能登半島地震の被災者向け緊急特別融資を取り扱いし、担保・保証に過度に依
存しない融資の推進に取り組んでおります。

【個人保証に過度に依存しない融資の実績】

単位：百万円

平成１８年度中取扱実績
商

品

平成１９年３月末残高

名

提携先
件 数

ビジネスローン「飛躍」

金 額

件 数

金 額

9

84

22

208

155

2,068

596

9,900

58

484

164

1,075

商工会メンバーズローン

1

4

26

127

商工会

商工会議所メンバーズローン

3

10

10

22

商工会議所

49

1,250

49

1,220

2

12

2

12

地元優良事業所支援資金
サポートファンド保証

長期固定型事業資金「借り上手」
能登半島地震緊急特別融資
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