
◎ 地域密着型金融の個別の取組項目
（豊田信用金庫）

成果
２０年４月～２１年３月

◆地域密着型金融推進のための態勢整備
◎身の丈にあった収益管理やＩＴの活用等を含めた態勢整備、「選択と集中」の徹底

　当金庫では金融管理
会計の高度化を目的とし
て、収益・リスク・原価の
各観点から、諸施策・諸
制度の見直しを進めてい
ます。その一環として、コ
スト管理を高度化し、より
精緻にコスト分析を行う
ため、平成18年度に活
動基準原価計算（ＡＢＣ）
システムを導入しまし
た。
　また地域密着型金融を
推進するにあたって、金
庫の経営資源を考慮し
た選択と集中の徹底によ
る経営の効率化が不可
欠と考え、ＩＴの活用を進
めていますが、それに
よってもたらされるシステ
ムリスクへの各種対策が
重要と認識しているため
であります。

・ＡＢＣ原価計算システムの月次運用により、営業
店独立採算制度における本部経費配賦の適正
化・精緻化を図ります。具体的には、同システムに
より店舗別の本部間接経費を算出し、これを平成
20年度の営業店独立採算制度における本部経費
の実績値として配賦します。
・インターネットバンキングの不正利用を防止する
ため、セキュリティレベルの向上および利便性の
向上を図ります。

・平成20年6月20日、コスト管理の徹底を図るた
め、営業店職員を対象として、ＡＢＣシステムによ
る本部経費配賦方法の説明会を実施しました。
・法人向けインターネットバンキングに電子証明書
方式による認証方法を追加し、セキュリティ強化を
図りました。また、口座振替サービス機能を追加
し、利便性向上を図りました。

・営業店独立採算制度の本部分担金をＡＢＣ原価
計算での算出・配賦を開始できました。
・ＡＢＣにつきましては、部門別原価・営業店別原
価・商品別原価・業務単価等、様々な切り口でコ
ストを算出し、継続的に管理・分析することで、当
金庫の収益基盤の強化に繋げてまいります。
・21年度にはオンライン端末機の更改を計画して
います。

◎利用者ニーズに対応できる十分な金融手法や各種事業の知識を持った人材の育成・活用
　中小企業のお客様の
経営支援や利用者の皆
様へのサービス向上を
通し、地域の活性化に貢
献できる人材を育成する
ためであります。

・東海地区協会等外部研修への派遣と、金庫内
研修の実施により、職員全体の能力向上を図りま
す。
・新任の事業所担当者向け研修を実施します。
・中小企業診断士を養成します。中小企業診断士
についての理解を深めるためビジネススクールの
説明会を開催します。1次試験合格者について
は、中小企業大学校入学を支援します。
・FP2級技能士の資格取得支援と、資格保有者の
相談能力向上のため庫内認定者を対象とした研
修を実施します。
・銀行業務検定試験、日商簿記、FP2級技能士の
受験対策のスクーリングを実施し、合格者には奨
励金を支給します。

・東海地区協会等外部研修への派遣と、下記のと
おり研修等を行いました。

１．中小企業診断士の養成ビジネススクールの説
明会実施（20年7月）…15名参加　※2名が受講中

２．外部研修派遣の実施
(1)主催：中小企業診断協会　産廃診断実務講習
会（20年5月）…3名参加
(2)主催：全国信用金庫協会　地域活性化推進セミ
ナー（20年7月）…1名参加
(3)主催：フコクしんらい生命保険相互会社　実務
担当者研修（20年5月）…1名参加
(4)主催：東海地区信用金庫協会　融資総合診断
力養成講座（20年10月）…1名参加
(5)主催：CRC
　①医療法人と開業医の経営改革と経営・資産継
承（20年10月）…2名参加
　②製造現場の健全度と製造業再生事例（20年
12月）…1名参加

３．金庫内研修
(1)FP2級技能士
　①FP継続研修（20年6月、7月、8月）…82名参加
　②FP2級技能士スクーリング（20年8月）…11名
参加
(2)日商簿記3級スクーリング（20年9月～11月）4回
…10名参加
　　合格者数　6名
(3)銀行業務検定
　①財務スクーリング（20年5月）…22名参加
　　合格者数　20名
　②法務スクーリング（20年9月）…28名参加
　　合格者数　31名
　③税務スクーリング（21年2月）…43名参加
　　合格者数　32名
(4)事業所担当者向け研修
　①事業所担当者研修（20年6月、21年3月）…75
名参加

・外部研修派遣ならびに金庫内研修では、公認会
計士、税理士、弁護士等を講師として、専門的知
識の修得や経営支援等利用者サービスの向上を
図るための研修を行いました。講師の公認会計士
や税理士は、実際に経営支援や企業再生に携
わっており、経営改善計画や事業承継対策につ
いても指導を受けました。
・研修により習得した知識を、実務レベルで活用で
きるよう継続的な研修を行ってまいります。お客様
のニーズが相談業務をはじめ幅広く、また専門的
になっているため、より一層対応できる人材の育
成に努めていまいります。

取組み状況に対する評価
及び今後の課題等

取組みに至った経緯 取組み内容項　　　目
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（豊田信用金庫）
成果

２０年４月～２１年３月
◎地公体、商工会議所、商工会、再生支援協議会、事業再生の外部専門家等との連携

　地公体等との外部連携
により、地域金融の機能
強化を確実かつ効果的
に図るためであります。

・地方自治体、商工会議所等と創業・新事業、資
金需要など地域経済の情報交換を行い、協力態
勢の強化を図ります。
・豊田中小企業支援センターとの情報交換会を引
き続き開催して、同センターと協同して、中小企業
の創業支援を図ります。
・愛知県中小企業再生支援協議会の専門家によ
る相談及び経営支援機能の有効性も十分期待で
きるため、情報授受と相談案件の持込みを積極
的に進めていきます。
・中小企業のお客様の早期再生に向けて、整理
回収機構の対象先拡大を前提に活用を検討しま
す。
・愛知中小企業再生ファンド組成にあたり30百万
円を出資しており、活用に向けて検討していきま
す。
・豊田市産業労政課（豊田市ビジネスチャンス拡
大事業）との連携強化を図っていきます。
・従来からの財務的アドバイスから一歩進んだ手
法の活用のためにも、外部コンサルティングとの
連携を強化した活動を行います。
・「とよしん商工会議所提携ローン」を推進します。

・「とよしん商工会議所提携ローン」の実績は、残
高ベースで15件121百万円となっています。
・平成20年10月に、豊田中小企業支援センターの
指導員と、当金庫「創業・新事業相談窓口」担当
者の情報交換会を開催しました。

・平成20年4月10日に中小企業診断協会愛知県
支部との業務提携の覚書締結を行いました。
・中小企業基盤整備機構とも業務提携の覚書締
結を検討中です。
・組織の態勢整備も完了したため、今後は中小企
業診断協会との業務提携により、一層の支援機
能の強化を図ってまいります。

◎利用者からの評価を業務に適切に反映するための態勢整備
　お客様本位姿勢をベー
スに、商品知識の習得と
接客態度の向上ならび
に店舗環境の整備によ
り、お客様から支持され
る地域ナンバーワンの金
融機関を目指すためで
あります。

・各部店で任命されたCSリーダーを定期的に招集
して会議を開催します。またリーダーを通じて、職
員一人一人にまでCS活動方針が周知されるよう
徹底します。
・店舗調査の結果を直接CSリーダーに伝え、現状
への理解を深め、お客様への対応力のレベル
アップを図ります。
・お客様からの苦情について発生原因を究明し、
業務の質の向上につなげます。
・苦情情報を基にした研修会を実施し、改善策を
検討します。
・全店においてCS向上運動を展開し、その結果を
業績表彰項目に組み込むことで、より一層の意識
付けを行います。

１．CS活動
(1)CSリーダー会議開催（20年5月）…38名参加
(2)店舗調査の実施（上期、下期）
(3)電話調査（21年3月実施）
(4)アンケートの実施（21年2月）

２．金庫内集合研修【窓口のトラブル防止・苦情】
(1)テラー養成講座（20年6月）…19名参加
(2)パート職員研修（20年9月、21年2月）…202名
参加
(3)得意先係養成講座（20年11月）…16名参加

３．勉強会
(1) 苦情、オペレーションミス等は店内勉強会によ
り発生原因を把握し、改善策を検討しています。

４．研修
(1) パート職員研修では苦情事例を基にコンプラ
イアンスと事故防止をテーマに実施（20年9月）…
105名参加
(2) リスク管理担当者研修では顧客保護管理体制
ならびに苦情事例に基づき実施（20年6月）…42名
参加

５．CS向上運動の結果を業績表彰項目に組み込
むことで、定着化が図られました。

・勉強会及び研修により、CSに対する意識は向上
しつつあります。
・ＣＳ活動の定着化を目指し、全店でアンケート調
査を実施しました。
・ＣＳ活動やお客様からの苦情情報への対応など
を通じて顧客満足度の向上を継続して図り、職員
の意識・ＣＳ活動の定着化、店舗内外の整備・
サービス機能の向上など改善を続けてまいりま
す。

取組みに至った経緯
取組み状況に対する評価
及び今後の課題等

取組み内容項　　　目
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（豊田信用金庫）
成果

２０年４月～２１年３月
◆地域密着型金融の具体的取組み
◎ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化
産学官の連携 　大学の強力な技術的・

学術的支援を活かした
協同研究により、ライフ
サイクルに応じた企業支
援を一層効果的に行うた
めであります。

・当金庫独自で愛知東邦大学と平成16年1月に産
学連携の覚書を締結していますが、新たに他の大
学等とも産学連携の覚書を締結することを目標と
します。
・各市町村の担当課、商工会議所と連携を密に
し、産学連携を強力に推進します。

・愛知東邦大学との連携事業として、調査研究図
書の発行を予定し、共同で研究および草稿の作
成を進めました。

・愛知東邦大学との連携事業は、平成21年6月を
めどに共同研究による調査研究図書の発行を予
定し草稿の作成を進めておりました。しかし、調査
研究、企業とのヒアリングが平成16年～18年の好
景気時代であり、昨年秋以降の急激な景気後退
から、調査研究図書の内容が今の時代にマッチし
ない部分もあり、現在、発行を見合わせていま
す。
・今後は、当金庫取引先と大学等との産学連携の
仲介機能を発揮するために、新たな大学等との産
学連携締結も推進してまいります。

コンサルタント能力・態勢の強化やビジネスマッチング等を活用した支援 　地域金融機関の地脈・
人脈を生かし、数多くの
異業種交流の場を提供
し、ビジネスマッチングの
機会を創出することが、
地域の活性化と地元企
業のお客様の経営改善
に役立つと判断したため
であります。

・地方公共団体、商工会議所、信用金庫等の主催
によるセミナー、ビジネスフェア等へ参画します。
・「とよしんエグゼクティブクラブ」研究会での内容
の充実を図ってまいります。

・平成20年9月2日、豊田商工会議所と共催した
「環境セミナー」にお取引先40社59名が参加され
ました。
・平成20年10月2日、第4回「豊川信金ビジネス交
流会」に共催者として参画し、1社のお取引先が出
展されました。
・平成20年10月23日、「第2回多治見ビジネスマッ
チング」に後援金庫として参加し、1社のお取引先
が出展されました。
・平成20年11月12日、東海地区信用金庫主催「ビ
ジネスフェア2008」に参加し、発注企業6社と企業
展示会に9社のお取引先が出展されました。
・平成21年1月16日～17日、多治見市主催の第6
回「き」業展ビジネスフェアにお取引先1社が出展
されました。
・「とよしんエグゼクティブクラブ」は、年間計画に
沿って下記の通り開催し、若手経営者の経営力
向上を支援しています。
平成20年　5月…総会及び経営研究会開催
平成20年　7月…経営研究会開催
平成20年　9月…経営研究会開催
平成20年11月…ビジネスフェア見学会開催
平成21年　1月…新春講演会開催
　（講師：豊田商工会議所　会頭　渡辺祥ニ氏）
平成21年　3月…経営研究会開催

21年3月末エグゼクティブクラブ会員数…142名

・とよしんエグゼクティブクラブの経営研究会の参
画意識は年々高まり、参加者、会員数も増加傾向
にあります。
・ビジネスフェアを通じて、異業種交流や、事業意
欲旺盛な企業に販路開拓、新たな仕入先、事業
拡大の場を提供し地域活性化を図っており、地域
金融機関として地元への貢献に力を注いでおりま
す。
・今後は様々なお取引先に今後とも参加してもら
える工夫や、マッチング成約に結び付けるサポー
ト能力の向上に努めてまいります。
・経営サポート課を中心に、信金キャピタルから発
信されるＭ＆Ａ案件情報の有効活用及びお取引
先のニーズにマッチした経営支援強化等もあわせ
て図ってまいります。

要注意先債権等の健全化に向けた取組みの強化 　早期に経営改善を図る
ことは、不良債権の新規
発生防止や債権健全化
の観点からも重要であ
り、要注意先債権等の健
全化に向けた取組みの
強化が必要なためであり
ます。

・企業支援先として認定したお取引先84先を、ライ
フサイクルに応じて、本部、営業店が一体となって
支援に取り組んでまいります。なお平成20年度に
は、企業支援先34先を新たに追加し、118先を企
業支援先としております。
・企業支援活動は平成19年度と平成20年度の2年
間を区切りとして、その後も恒久的に活動を行っ
てまいります。
・目標(19～20年度累計)
　ランクアップ目標　…　20先

・経営サポート課が二人1組となって企業訪問活
動を実施し、経営相談・経営診断等を重ねた結
果、平成21年3月末現在で16先(19～20年度累計
では26先)がランクアップしました。
・当金庫独自に、お取引先36先（債権額6,129百万
円）について経営改善計画書を作成しました。
・指導訪問先数は平成21年3月末現在で、延べ
127先(19～20年度では延べ179先)となっていま
す。
・平成20年4月10日、中小企業診断協会（愛知県
支部）と「経営支援等の業務提携」に関する覚書
を締結しました。
・中小企業診断協会（愛知県支部）との連携によ
る経営診断（中小企業診断協会が実施する）を3
社実施しました。

・経営サポート課を中心に、企業支援先118先の
要注意先債権等の健全化に向けた取組みの強化
を図り、一定の成果を見ております。
・今後は、中小企業診断協会（愛知県支部）との
業務提携により、同協会の診断士による取引先
への経営診断や商工会議所が実施している人材
マッチング事業（企業ＯＢによる中小企業支援）等
を積極的に活用し、財務内容の改善に留まること
なく、一歩踏み込んだ支援活動に取組み、一層の
支援機能の強化を図ります。

取組みに至った経緯
取組み状況に対する評価
及び今後の課題等

取組み内容項　　　目
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（豊田信用金庫）
成果

２０年４月～２１年３月
◎事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
ＰＦＩ事業への参画 　ＰＦＩ事業への参画を通

じて、安くて優れた品質
の公共サービスの提供
実現に協力することが、
地域社会への貢献を果
たすことにつながっていく
ものと判断したためであ
ります。

・ＰＦＩ事業の三大プレイヤーは、行政・民間事業
者・金融機関であることを踏まえて、営業区域内
での事業参画は地域金融機関として積極的に取
り組みます。
・豊田市交通安全教育施設のＰＦＩ事業に融資団と
して参加します。
・豊田市東部給食センターもＰＦＩ事業が確定して
おり、3グループに対し関心表明を提出します。

・豊田市で実施される2件のＰＦＩ事業について、当
金庫も事業選定業者に対し、プロジェクトファイナ
ンスへの関心表明を提出し、参画が確実となりま
した。
【ＰＦＩ事業】
　①豊田市交通安全教育施設
　　（平成22年4月事業開始）
　②豊田市東部給食センター
　　（平成23年4月事業開始）

・世界有数の自動車産業集積地であり、「くるまの
まち」として発展してきた当地区では、市民生活に
おける移動手段の自動車依存度が高く、「交通事
故のない安全で安心して暮らせるまちの実現」が
求められています。よって豊田市交通安全教育施
設のＰＦＩ事業には、レンダー側として積極的に参
加を表明しました。
・東部給食センター整備改築事業につきましても
営業区域内での事業であり、地域金融機関として
積極的に取り組んでまいります。
・今後はアレンジャー業務を手掛けることも視野に
入れ、知識と経験の蓄積を進めてまいります。

動産・債権譲渡担保融資、ABL等の活用 　動産・債権譲渡担保融
資、ABL等の活用によ
り、お取引先の不動産担
保、個人保証に過度に
依存しない融資の徹底を
図るためであります。

・動産・債権譲渡担保融資（ABL）は、中小企業の
お客様の資金調達手段として、更なる活用を図っ
ていく必要があります。そのため、より利用し易い
商品の開発を図ります。
・在庫・売掛債権等の流動資産を担保とした資金
調達の活用に向けた取組みとして、季節的に原材
料を大量に仕入れる必要のあるお取引先の資金
需要発掘を図ります。
・お取引先の償却資産保有状況の把握を行い、
機械担保ローンの需要掘り起こしを図ります。

・ABL活用のための新商品としてオリックス㈱の保
証による「とよしんトラック・バス活用ローン」の取
扱を平成20年3月25日に開始し、平成21年3月末
現在取扱実績は6先、78百万円となっています。
・ABL活用商品「とよしん機械担保ローン」の取扱
実績は2先、16百万円となっています。

・動産・債権譲渡担保融資（ABL）の新商品「とよし
んトラック・バス活用ローン」は、低公害車を購入さ
れる方もしくはISO14001およびグリーン経営認証
を取得された方からの申し込みには、金利優遇を
行う環境配慮型商品となっており、今後、取り扱い
拡大を図ってまいります。
・今後も引続き資金調達手段の多様化を図りなが
ら、中小企業の皆様の資金需要への適切な対応
を図ってまいります。

様々なコベナンツの活用 　中小企業金融の円滑
化を図るためには、リ
レーションシップバンキン
グ機能を生かして企業の
事業価値を見極め、コベ
ナンツを活用することが
効果的と判断したためで
あります。

・商工会議所の中小企業支援センターとの連携強
化による提携ローンの拡大、また、営業店の創
業・新事業相談窓口の活性化による創業支援資
金の推進を図ります。
・スコアリングモデルを活用した無担保・第三者保
証人を要しないビジネスローンの取り扱い拡大を
図ります。
・スコアリングモデルの基礎となる信用格付の精
度向上を図ります。

・商工会議所と連携した提携ローン実績は、累計
12件121百万円となりました。
・平成19年度に更改稼動した格付システムは、モ
デル検証を継続的に実施して精度向上を図ること
で効果を上げています。
・また、個人事業者に対する格付評価が可能と
なったことから、ビジネスローンの取扱拡大につな
げていく方針です。

・格付システムの更改稼動により、精度向上と従
来登録できなかった個人事業者に対する格付評
価への体制整備を行いました。
・今後は格付システムの実効性を高め、ビジネス
ローンの取扱拡大につなげてまいります。

◎地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
多重債務者問題への対応 　多重債務は社会問題

化しており、金融機関と
して地域住民の相談を
受け、アドバイスができ
る態勢を整えることが、
地域貢献と地域金融の
円滑化につながると判断
したためであります。

・本店「相談プラザ」内に相談窓口を開設して「専
任相談員」を配置し、お客様からの相談、カウンセ
リングを行うことを検討します。
・営業店窓口などで相談を受けた場合は、借入先
との交渉を促す等アドバイスを行い、また、状況に
よっては支援センター、司法書士、弁護士などを
紹介します。

・本店営業部１階に設置した｢相談プラザ｣でお客
様からの相談を受け付け、借入先との交渉を促す
等アドバイスを行っています。現在では、住宅ロー
ンなどの返済額緩和の相談にも積極的に対応し
ています。

・多重債務者問題は大きな社会問題であり、地域
金融機関としてその対策は急務であると考え、本
店にある相談プラザで、相談を受け付けておりま
す。多重債務問題解決に貢献できるよう更なる態
勢整備を図ってまいります。

取組み状況に対する評価
及び今後の課題等項　　　目 取組みに至った経緯 取組み内容
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（豊田信用金庫）
成果

２０年４月～２１年３月
◆信用金庫に特に求められる事項
◎目利き能力の向上、人材の育成

　企業の事業価値を見
極める融資を推進し、中
小企業のお客様の経営
支援ができる能力の獲
得、向上には「目利き能
力の向上、人材の育成」
が重要であるためであり
ます。

・外部派遣研修ならびに内部集合研修、通信教育
により知識の習得を図ります。
・勤続年数や担当業務に応じて、金庫内研修と東
海地区信用金庫協会等外部研修への派遣を、体
系的・計画的に実施します。
・人財養成塾（業種別勉強会）を継続的に開催し、
目利き力だけでなく審査能力の養成にもつなげて
いきます。なお、講師につきましては金庫職員以
外で広く依頼してまいります。
・当金庫内の中小企業診断士による勉強会を開
催します。
・税務知識習得のため、税理士を講師とした勉強
会を開催します。
・お取引先経営者に、企業経営についての講演依
頼を検討します。
・先進的経営企業への見学会を実施します。

・東海地区信用金庫協会等外部研修への派遣お
よび金庫内研修を実施しました。
１．外部研修派遣の実施
(1)主催：東海地区信用金庫協会
　中小企業経営支援講座（20年8月）…1名参加
(2)主催：中小企業基盤整備機構
　目利き能力養成講座（21年2月）…1名参加

２．金庫内研修実施
(1)事業所担当者研修（20年6月）…40名参加
　　（21年3月）…35名参加
(2)中小企業支援アドバイス（21年1月）…52名参
加
(3)人財養成塾9回開催(うち外部講師8回)…延べ
351名参加
　※外部講師及び金庫内の中小企業診断士が講
師を務め、管理職や監督職を対象に開催。

・ 平成20年度は外部機関（東海地区信用金庫協
会、中小企業基盤整備機構など）への派遣、及び
外部講師の活用による勉強会を開催し、引き続き
職員の目利き能力向上に取り組みました。
・従来から開催していた業種別勉強会を「人財養
成塾」に名称変更し、外部機関（中小企業診断協
会など）との連携により、お取引先に対する支援ス
キルの向上など内容の充実を図りました。
・外部研修派遣や公認会計士、税理士、弁護士を
講師として専門知識の修得を図っていますが、経
営支援実務には非常に高度な専門知識が必要で
あり、効果的な修得のための研修内容の充実なら
びに講師選定を行ってまいります。

◎身近な情報提供・経営指導・相談
　お取引先のライフサイ
クルに応じた支援を行う
には、経営改善指導、財
務諸表作成、後継者育
成等が重要と判断したた
めであります。

・中小企業診断士の資格保有者の知識技能を、
お取引先に対する身近な情報提供・経営指導・相
談に有効に活かしてまいります。
・企業再生支援先118先の支援をはじめ、与信先
全般に対する経営診断等の実施により「ライフサ
イクルに応じた取引先の支援強化」に取組みま
す。
・外部機関（商工会議所等）との連携による相談
業務の強化を図ってまいります。

・既存企業支援先84先に、新たに34先を追加し、
計118先としました。
・与信先全般からの経営相談、経営指導に取組
み、経営全般に対する経営診断を4先実施し、診
断報告書の作成並びに報告会を行いました。
・豊田市の産業労政課が主催する「豊田市ビジネ
スチャンス拡大事業」（豊田市が㈱ベンチャーラボ
へ業務委託し、中小企業の売上拡大や販路開拓
をサポートする事業）の利用を手掛けました。
・中小企業診断協会（愛知県支部）との連携によ
り、取引先への本格的な経営診断・経営改善を実
施しました。　※協会診断士と協力して経営改善
を実施中

・経営サポート課を中心的なセクションとして、外
部機関との連携強化を図りながら、その実効性を
高めてまいりました。
・現在の急速な景気後退局面へ迅速に対応でき
るよう更なる態勢整備に努めてまいります。

◎総代会の機能向上等に向けた取組み
総代会に関する適切なディスクロージャー 　総代会への適切なディ

スクローズによって、総
代会制度の機能と、金庫
経営の透明性を向上さ
せていくことが、協同組
織金融機関が果たすべ
き地域貢献の強化につ
ながると判断されるため
であります。

・総代会制度の概要を更に理解していただく為
に、開示項目の追加、開示方法の見直し等を適
宜実施し、一層の充実を図っていきます。
・協同組織金融機関としての信用金庫の特性を詳
しく掲載します。
・総代会における決議事項等についても概要を掲
載し、周知を図っていきます。

・ディスクロージャー誌やホームページに、会員制
度、総代会制度の概要（総代の役割・定数・選任
方法・選考基準）及び総代氏名などを掲載しまし
た。
・平成20年11月発行のミニディスクロージャー誌に
も、信用金庫の特性である営業地区、会員制度、
会員資格、総代会制度の概要を掲載し、ディスク
ローズの強化を図りました。

・総代会の機能強化のため、総代会制度の概要
について詳しくディスクロージャー誌に掲載したこ
とで、総代会に関する理解は徐々に深まってきた
ものと認識しています。
・継続的なディスクローズを進め、一層の充実を
図っていくうえで、より適切で効果的な内容、手法
を検討してまいります。

会員になろうとする者に対する適切な説明の実施 　新たに会員になろうと
する方に協同組織金融
機関の特性を適切に説
明し、信用金庫業務の社
会的意義を理解していた
だくことが、総代会制度、
会員制度の実効性を高
めるものと判断されるた
めであります。

・ディスクロージャー誌およびホームページ等に信
用金庫の特性等を詳しく掲載し、会員制度に対す
る認知を高めてまいります。
・ディスクロージャー誌、ミニディスクロージャー誌
に会員制度、会員資格等を詳しく掲載し、会員制
度の周知に努め、会員の増強を図っていきます。

・ディスクロージャー誌やホームページ等を通じて
「会員制度・総代会制度」等を掲載すると共に、内
容の充実を図りました。
・ミニディスクロージャー誌に信用金庫の特性であ
る「営業地区」、「会員制度」に加え、新たに「会員
資格」を掲載しました。
・会員募集のパンフレット（全信協共同調整）を作
成し、店頭に備え付けました。

・ディスクロージャー誌およびホームページ等に信
用金庫の特性を詳しく掲載し、会員制度の周知に
努めたものの、結果として会員数18人の増加に留
まりました。
・今後も一層広く会員を募るべく、説明態勢を充実
させてまいります。

総代以外の会員からの意見の反映 　総代以外の会員の方
からの意見も含め、会員
の皆様の意見を広範に
聴取し、経営に反映させ
ることが、地域金融の円
滑化・活性化につながる
ためであります。

・ホームページ等にて一般会員の皆様からの意見
を広く求め、総代会に反映させて、制度の機能向
上を図っていきます。

・総代会に反映すべく、一般会員の皆様からの意
見を広く求めている旨をディスクロージャー誌に掲
載しました。
・日常的な事業活動で得られた意見、要望につき
ましては、平成20年7月発刊のディスクロージャー
誌にて開示しました。

・日常的な事業活動等で得られた意見、要望につ
きましては、平成20年7月発行のディスクロー
ジャー誌にて開示したことにより、幅広く意見を聴
取できる態勢が整いつつあります。日常的な事業
活動で得られた意見、要望は引続き開示を行って
まいります。
・今後は意見の募集方法、寄せられた意見の総
代会への反映方法などを適宜見直して、一般会
員の皆様からの意見を総代会に反映させる態勢
を整備し、更に総代会機能の強化を図ってまいり
ます。

取組み内容
取組み状況に対する評価
及び今後の課題等

取組みに至った経緯

資金繰りや売上げ等に係る経営改善指導並びに
財務諸表の作成、後継者育成等に係る相談

項　　　目
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（豊田信用金庫）
成果

２０年４月～２１年３月
◎信用リスク管理態勢の充実

　金融を通じた安定的な
地域貢献（円滑な中小企
業金融）を図っていくため
には、自らの経営力強化
が必要であり、信用リス
ク管理態勢の強化が不
可欠と判断したためであ
ります。

・自己査定の分類結果並びに信用格付に基づい
て、個別リスクを適正に把握するとともに、それら
に基づく金庫全体の信用リスク量の計測等を併せ
行うことにより、当金庫の適切なポートフォリオ管
理を実践してまいります。
・信用リスク管理部門および信用リスク管理担当
の設置により、役割を明確にします。
・信用格付および自己査定の精度向上を図りま
す。
　①ワークフローシステムの導入による迅速な格
付評価の実施
　②個人事業者の格付開始による適切な与信管
理と格付カバー率の拡大
　③適切なリスク評価機能と、自己査定基準との
整合性を高めることを目的としたモデルの再構築
　④自己査定システムの更改による正確性の向
上
・リスク計量化手法の高度化を図ります。
　①相関を考慮したリスク測定の実施
　②ストレス評価の充実
・集中リスク抑制に向けた施策を実施します。
　①大口与信先の業況把握とクレジットリミットの
検討
　②与信集中抑制業種に対するリスク低減策の
検討
・中小・零細企業のお客様につきましては、その特
色を踏まえて与信管理を行うとともに、きめ細かな
経営相談、経営指導等を通じて積極的に企業・事
業再生に取り組みます。

・ワークフロー型の格付システムにより、迅速な格
付評価の実施と、お取引いただいているお客様の
信用状況の変化に対する格付協議の活性化を
図っております。
・共同事務センターの自己査定システム導入によ
り、日常的な勘定系データ登録と連動した顧客情
報の蓄積が可能となり、自己査定の正確性向上
につながっております。
・「相関を考慮した信用リスク」につきましては、継
続的な計測実施により適切なリスク把握が行える
よう、相関係数の設定レベル、ストレスシナリオの
設定方法などの研究を進めています。
・大口与信集中につきましては従来の与信額だけ
でなく、コミットメントラインと与信上限方針を含め
た3項目での大口比率のモニタリングを行うことと
しました。
・経営サポート課を、中小企業診断士3名を含む4
名体制とし態勢強化を図っています。従来の企業
再生に加えて、「ライフサイクルに応じた取引先企
業の支援強化」のため経営相談・経営診断等を幅
広く実施し、平成19～20年度で26先のお客様のラ
ンクアップを図ることができました。

・外部環境の変化によるお客様の財務状況の変
化や信用リスクの顕在化を踏まえ、審査部経営サ
ポート課によるお取引先企業の再建指導・経営改
善の取組により、実績を上げることができました。
・今後は、従来より実施してきた施策の実効性の
向上を図り、これら施策が金庫の経営力強化につ
ながり、安定的・持続的な地域密着型金融につな
がるよう努めてまいります。

◎市場リスク管理態勢の充実
　市場リスクの適正な管
理に基づく有価証券等へ
の投資が、当金庫の財
務等の健全性及び業務
の適切性の確保にとっ
て、重要性を増している
ことから、本リスク管理態
勢の充実を図るものであ
ります。

・信金中金による市場リスク算出のための業務支
援並びに補完機能（研修等）を活用し、市場リスク
量計測手法の高度化を目指します。
・信金中金が主催する｢市場業務研修｣に参加し、
市場リスクに関する知識の修得に努めます。
・金利リスク管理の高度化を図る前提として、内部
預金データを基に、コア預金内部モデル導入の準
備を進めます。

・仕組債リスクの計量につきましては、平成20年
度から、証券会社のシステムにより抽出される
データを使用し、時系列で把握し、市場リスク委員
会席上で分析・報告を行っております。
・平成20年7月16日～18日、ミドルリスク管理の観
点から、デリバティブ内包型商品、仕組み債等の
投資上の注意事項をカリキュラムとした信金中央
金庫が主催する｢市場業務研修｣に、経営企画部
職員が参加しました。
・平成21年2月16日～17日、市場リスク管理及びＡ
ＬＭの基礎知識習得のため、信金中央金庫が主
催する｢市場業務研修｣に、経営企画部職員が参
加しました。
・コア預金内部モデル導入にあたり、預金種別毎
並びに残高階層別の過去の残高推移から、残高
変動率等を統計的に求め、将来の残高減少の推
計を実施しました。これにより認定した｢コア預金｣
を各期日に振り分けることで、実効的な満期を計
測し、金利リスク管理の高度化に努めておりま
す。

・コア預金内部モデルにつきましては、この妥当性
を検証するため、月次ベースでバックテストを実施
しております。この結果、内部定義の精度は十分
なものとなっています。
・貸出金及び預金等について、今後、時価開示を
義務付けられることが想定されるため、対応を検
討してまいります。

項　　　目 取組みに至った経緯
取組み状況に対する評価
及び今後の課題等

取組み内容
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（豊田信用金庫）
成果

２０年４月～２１年３月
◎法令等遵守の徹底

　地域密着型金融の機
能強化を図っていくため
には、法令遵守の徹底
による自らの強化が必要
です。
　また、地域経済の発
展、地域中小企業の育
成、発展という「公共的
使命」「社会的責任」を、
適確かつ適法に進めて
いくためにも、遵法精神
の向上に基づく法令等遵
守の徹底が必要と判断
したためであります。

◎経営陣の積極的なリーダーシップの下で、適正
かつ実効的なコンプライアンス態勢確立のため、
下記目標に沿って取り組みます。
(1)コンプライアンス統括部門を中心に、当金庫の
法務リスクを適切に把握し、管理できる能力を高
めます。
(2)関連会社を含め、役職員全員が法令等に対す
る知識、認識（“リーガルマインド”）を一層高めま
す。

１． 法令遵守(コンプライアンス)態勢の充実・強化
を図りました。
・本部、営業店、関係会社への臨店指導を行いま
した。
　臨店延べ日数：76日
　面談者数：332名(パート職員を含む)
・規程、マニュアルの制定及び見直しを行いまし
た。
　①コンプライアンス基本規程の制定
　②コンプライアンス基本マニュアルの制定
　③反社会的勢力対応マニュアルの制定
　④統一的なリーガルチェックシートの作成
　⑤法規制修得確認シートの見直し
・委員会、諸会議の開催によりコンプライアンス態
勢の強化を図りました。
　①コンプライアンス委員会…７回
　②コンプライアンス運営会議…３回
　③リスク管理担当者会議…２回
　④リスク管理担当者意見交換会…２回

２．コンプライアンス教育の充実を図りました。
　・コンプライアンス研修会（人事部の研修計画に
よる）内部講師による研修
　・コンプライアンス通信の発行…11回発行（内定
期発行4回）
　・コンプライアンス理解度テストの実施

１．法令等遵守(コンプライアンス)態勢の充実・強
化
・理事長を委員長とするコンプライアンス委員会の
開催をはじめとして、営業店、関連会社、本部各
部への臨店指導、職員のコンプライアンス意識調
査、営業店リスク管理担当者との会議・意見交換
会等により法令等遵守態勢の充実を進めていま
す。
・統一的なリーガルチェックシートの作成により、
具体的にチェック事項を明確にし、リーガルチェッ
クの強化を図っています。
・反社会的勢力への対応について、具体的に明記
して取引の遮断、改善に向け取り組んでいます。
・こうした多面的な取組みにより、職員の意識や
リーガルマインドは確実に向上しています。

２．コンプライアンス教育の充実
・役職員、並びにパート職員を対象とした外部講
師によるコンプライアンス研修の開催のほか、コン
プライアンス通信の発行、各種コンプライアンステ
ストの実施などにより、教育態勢の充実を図って
います。また、テスト結果を活用し、職員のコンプ
ライアンスに対する知識や理解度の把握に努め
ています。
・コンプライアンス態勢の充実・強化を、更にス
ピード感をもって進めてまいります。
・取引約款･暴排ステッカー等、反社会的勢力排
除態勢の整備各種契約書等における暴力団排除
条項を作成します。

取組み状況に対する評価
及び今後の課題等

取組みに至った経緯項　　　目 取組み内容
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