
◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

１．地域密着型金融推進のための態勢整備

(1) 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
①収益管理態勢の整備・充実 ・ＡＢＣ（活動基準原価計算）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。

・コスト管理の徹底を目的に、営業店独立採算制度にＡＢＣシステ
ムによる本部経費配賦を開始したことにより、本部経費の年間計
画と実績もフィードバックされ、なおかつ営業店の管理会計上の利
益に影響を与えるため、営業店のみならず本部のコスト意識も
徐々に高まりつつあります。
・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。
・金融商品の時価会計対応につきましては、信金共同事務セン
ター仕様ALMシステムを導入しました。
・費用対効果を勘案しながら、収益管理システム(顧客別採算管理
システム、営業店収益管理システム)の構築を検討してまいりま
す。

②ＩＴを活用した新たなデリバリーチャネルの開発・推進 ・インターネット窓口の強化（ネット経由申込優遇商品の開発、投
信の取扱い等）を図ります。
・ＡＴＭ、インターネットバンキングの機能拡充を図ります。
・バーチャル店舗の新設を検討します。

・平成21年8月、法人向け「ＷＥＢ－ＦＢ」サービスの機能改善を実
施し、視認性の向上と表示内容の充実を図りました。
・平成22年3月、携帯電話からの操作により預金口座から出金し、
電子マネー（Ｅｄｙ）を携帯電話にチャージ（入金）する　｢しんきん携
帯電子マネーチャージサービス｣を開始しました。
・今後も、中期経営計画に基づき、お客様の利便性を高められる
商品・サービスを検討してまいります。

(2) 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
①顧客ニーズの多様化・高度化に対応する
 　専門能力の修得・強化

・全国信用金庫協会主催研修会等の外部研修への派遣により、
職員の専門的能力向上を図ります。
・中小企業診断士の養成を図ります。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、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。

・中小企業診断士の養成ならびに支援を行っています。
　(1)中小企業診断士の養成ビジネススクールの説明会
　　（2１年7月実施）
　(2)ビジネススクール通学申込者‥3名
・全国信用金庫協会等外部研修への派遣と、下記研修等を行い
ました。
　【外部研修派遣の実施】
　(1)主催：全国信用金庫協会
　　企業再生支援実践講座（21年4月）…1名参加
　(2)主催：中小企業大学校（瀬戸校）
　　コストダウンのための現場改善（21年7月）…1名参加
　(3)主催：全国信用金庫協会
　　地域活性化推進セミナー（21年8月）…1名参加
　【金庫内研修】
　(1)中小企業経営改善支援実務研修（21年11月）…20名参加

項　　　目 取組み内容
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

(3) 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開催して、同セン
ターと協同し、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、情報交換と相談案件
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を展開）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。

・豊田市産業労政課主催の第1回「とよたビジネスフェア2009」（平
成21年12月17日～18日開催）に、後援として開催ＰＲに協力しまし
た。
・中小企業診断協会（愛知県支部）や愛知県信用保証協会との連
携により、経営診断・経営指導（現場改善）を実施しました。
・愛知県中小企業再生支援協議会との連携による企業再生、中
小企業基盤整備機構との連携による企業価値向上に取り組んで
います。
・中小企業診断協会による経営診断、経営指導（現場改善）は、当
金庫お取引先の改善意識をより高める機会となっています。
・企業再生の公的機関である愛知県中小企業再生支援協議会と
の連携により、コンサルティング機能の強化が図られています。
・中小企業基盤整備機構との連携による知的資産の活用（知的資
産経営報告書の作成）は、当金庫お取引先の企業価値の向上効
果が期待されます。
・経営診断、経営指導先への支援活動を継続的に行ってまいりま
す。

(4) 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

①モニター調査等の実施によるマーケット特性に応じた
　 営業戦略の見直し

・モニター調査等を実施することで、当金庫および各支店のお客
様、地区の特性を把握し、営業活動に反映させます。
・店舗調査、店頭アンケート調査を実施します。

・アンケート調査によりお客様のニーズを適宜把握し、効果的な
サービスが提供できる態勢の整備に努めております。平成21年12
月から平成22年1月に行ったアンケート調査により、当金庫に対す
るお客様の要望は「待ち時間の短縮」と「事務の正確さ」で合計
50％以上を占めることが把握できました。
《アンケート結果概要》
　・実施期間　…　平成21年12月～平成22年1月
　・回収　　　　…　3,450枚
　・設問『当金庫に期待する項目』に対する回答
　　①待ち時間の短縮　 …32.43％（31.10％）
　　②事務の正確さ　　  …20.63％（19.62％）
　　③接客態度向上　 　…12.87％（11.75％）
　　④商品知識向上　　 …11.78％（10.18％）
　　※（　）内は平成20年度調査時

・これらの調査により得られた情報を分析し、営業店へ還元するこ
とにより営業力の強化を図ってまいります。
・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、
サービス機能の向上などの改善を続けてまいります。
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

②顧客満足度調査の実施とその結果による
　 業務改善の検討

・顧客満足度調査の継続的な実施と、調査結果の分析および営
業店へのフィードバックにより顧客満足度の向上に努めます。
・店舗調査の結果を直接、各店のCS責任者に伝え、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、金庫内研修なら
びに勉強会等を通じて全職員が情報を共有することにより、業務
の質の向上につなげます。
・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（平成21年5月）…38名参加
(2)CSアンケートの実施（平成21年12月～22年1月）
《CSアンケート結果概要》
　　　　　　　　　 平成21年度 　（平成20年度）
　・店頭挨拶　　　64.75％　 　　　（65.30％）
　・清掃状況　　　66.14％　 　　　（68.30％）
　　　※「良い」と回答した方の割合

２．金庫内集合研修【窓口等のトラブル防止・苦情】実施状況
(1)テラー養成講座（平成21年6月）　　　 … 25名参加
(2)パート職員研修（平成21年9月）　　　…108名参加
(3)得意先係養成講座（平成22年3月）　… 22名参加

３．勉強会
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。
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

２．地域密着型金融の具体的取組み

(1) 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

①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ってまいります。
・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。
・東海地区信用金庫協会が、名古屋大学および名古屋工業大学
と産学連携の協定を締結しており、会員金庫として推進していきま
す。
・名古屋大学大学院の「しんきん環境事業イノベーション寄附講
座」開設に伴い、それを端緒とした産学連携を推進します。

・平成21年7月の名古屋大学大学院と当金庫を含めた愛知県下の
7信金の合意により、平成22年1月から「しんきん環境事業イノベー
ション寄附講座」を開講しました。
・寄附講座の開設決定を受け、平成22年～24年を第1期として、講
演会、ゼミ、講義を行っていく予定であり、産学連携と地域貢献の
進展を図ってまいります。
・愛知東邦大学との連携では、調査・研究に主題が置かれており
ましたが、今後は当金庫お取引先と同大学との産学連携の仲介
についても進めていく方針です。

②要注意債権等の健全化に向けた取組みの強化 ・企業支援先として認定したお取引先117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。
・企業支援活動は、平成21年度より新3ヵ年計画での計数目標と
整合性を持たせ、3年間をタームとして活動を行ってまいります。
・企業支援先のランクアップ目標を30先（21～23年度累計）とし、
活動してまいります。

・営業店からの抽出を基本に、中小企業診断士を配置した専門部
署（審査部経営サポート課）により、経営支援先を117先認定し、
経営相談・経営指導を実施しました。
【21年度活動実績】
　・経営相談：310回
　・経営改善計画書作成：101回  【作成先数　54社】
　・経営診断：46回
　・経営指導等：16回
　　合計473回訪問
　・支援先ランクアップ先数：6先

・経営相談、経営指導等の実施によりお取引先の資金繰り・経営
改善に一定の成果を見ております。
・経営改善計画書の作成によりお取引先の経営改善、ランクダウ
ン防止に一定の成果を見ております。
・引き続き外部専門家との連携の強化も図りながら、経営改善に
向けた取組みの実効性を高めてまいります。

③企業支援活動の一層の充実
　 （態勢整備とコンサルタント能力の強化等）

・営業店と中小企業診断士を配置する審査部・経営サポート課が
連携して、経営相談・経営指導等を実施します。
・経営改善が必要な取引先に対しては「経営改善計画書」を作成
して、積極的に資金繰り・経営改善に取り組んでいきます。
・営業店と専門部署（経営サポート課）が連携してコンサルタント能
力の強化に取組み、付加価値の高いサービスを地域企業に提案
し、当庫シェアアップ並びに新規先の獲得を図っていきます。

・資金繰りの改善や経営改善、経営指導等を実施するため、「経
営相談受付表」を制定し、営業店と情報を共有して、経営相談・経
営診断に取組みました。
・経営相談、経営診断等の実施や経営改善計画書の作成により、
取引先の資金繰り、経営改善に一定の成果を見ております。
・経営改善計画書の作成先に対して、継続的にモニタリング（予実
管理）を実施してまいります。
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

(2) 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
①シンジケートローンの活用 ・シンジケートローン参加については、プロジェクト案件、基本条

件、コベナンツを充分審査した上で慎重に取り上げます。
・当庫大口与信先にはシンジケートローンの活用を推進します。

【平成21年度取扱実績】
　・平成21年度上期　3件　…　17.9億円
　・平成21年度下期　4件　…　31.9億円
　　合計7件、49.8億円の取り組みを行いました。

・与信提供に伴う、リスク・リターンを自ら判断し、借入希望者の業
種、その他の属性や資金使途によっては、定量的な財務内容に
加え、経営陣の資質や会社の技術力、プロジェクトの内容といった
定性的な情報収集を行ったうえで、与信判断を行ってまいります。

②私募債の活用 ・社債発行引き受けによる企業の設備投資、研究開発に必要な長
期で安定した資金調達の支援強化を図ってまいります。
・私募債引き受けについては、保証資格要件である適債基準を満
たす先のみ取り上げる方針としています。
・保証資格要件を満たしているお取引先に対して、資金ニーズの
発掘を行い積極的に推進を図ります。

【平成21年度取扱実績】
　・平成21年度上期　1件…1億円引き受け
　・平成21年度下期　2件…2億円引き受け
　　合計3件、3億円の引き受けを行いました。

・昨今の景気低迷を受け、資金調達手段の多様化を図るため私
募債の発行を選択する企業も増えており、今後もニーズに合わせ
た資金提供を行ってまいります。
・当金庫は現在、一括償還方式での引き受けを行っております
が、今後、分割償還方式での引き受けを検討してまいります。

③ＰＦＩ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
提供実現に協力し、地域社会への貢献を果たしてまいります。
・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。

・豊田市の交通安全教育施設のＰＦＩ事業に対し、融資団として平
成22年3月に5億円の取り組みをしました。
・豊田市東部給食センターのＰＦＩ事業にも融資団として参加が決
定しました。
　平成23年4月取組予定　…　金額10億円
・当金庫営業区域内である豊田市での案件は、2件とも融資団とし
て参加することができました。
・地元企業のＰＦＩ事業参画に向けて、①競争力のある事業者グ
ループ形成に向けたコーディネーター機能の発揮②研究会・勉強
会の開催③行政に対してＰＦＩに対する意識改革・体制作りの促進
を進めてまいります。
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

④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）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
お取引先等への資金需要対応を図ります。
・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
需要への対応を図ります。

・中小企業のお客様への資金需要開拓の取り組みと、資金調達
ニーズに適切に対応するため、資金調達手段の多様化を図りまし
た。
・ＡＢＬ活用商品「とよしんトラック・バス活用ローン」および「とよし
ん機械担保ローン」を取り扱い、中小企業のお客様の資金調達手
段の多様化を図っています。

⑤様々なコベナンツの活用 ・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、取り扱い開始以来、
累計で14件106百万円となりました。
・ビジネスローンの取組実績は、取り扱い開始以来、累計715件
5,885百万円となりました。
・21年度のビジネスローン新規取組実績は172件1,618百万円であ
り、中小企業のお客様にとって有力な資金調達手法となっていま
す。
・格付システムの更改稼動により、格付評価の体制整備が進みま
した。
・信用格付の精度向上等格付システムの実効性を高めるととも
に、審査力を磨いてまいります。

(3) 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

①地域異業種交流の場の提供拡大 ・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、ビジネスフェア等に参画します。
・「とよしんエグゼクティブクラブ」研究会の内容の充実と会員の増
強を図ります。

・平成21年11月5日に開催された「第5回しんきんビジネスフェア
2009」では、当金庫のお取引先が個別商談会に発注企業で5社、
受注企業で4社が参加され、また企業展示会に6社が出展されまし
た。
・平成21年12月17～18日、豊田商工会議所、豊田市主催の第1回
とよたビジネスフェアに後援として参加し、当金庫お取引先が多数
出展、来場されました。
・ビジネスフェア等の共催、後援を継続的に行ってきており、お取
引先への周知も図られてきました。
・今後も多くのお取引先に参加してもらえるよう、ＰＲを行ってまい
ります。
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

②地域を担う若い世代及び高齢者への金融知識の普及 ・金融環境の変化や金融商品の多様化、複雑化等のなかで個人
が自らの判断で資産運用を行う機会が増えていることから、金融
教育の機会を増やすことでお金の大切さや金融の知識を深めても
らい、今後の地域金融の円滑化の一助となるよう活動してまいり
ます。
・金融教育について、地域の学校に理解を深めてもらい、体験学
習を実施する校数を増やしていきます。
・大学生によるインターンシップ中に、金融教育の一環として、知
識普及の場を設けます。
・当金庫職員の子供による職場見学を行う「子ども参観日」を実施
します。

【21年度取組み実績】
　・インターンシップ（平成21年8月17日～28日）
　　大学生11名参加
　・職場体験学習（平成21年7月～11月）
　　中高生13名参加(1日間)
　　養護学校1名参加(5日間)
　・出前講座（平成21年10月～11月）
　　中学校1校・高校1校・大学1校
　　計727名参加
　・子ども参観日（平成21年8月14日）
　　24名参加
　・資産運用セミナーの開講
　　平成21年度は7回開講し、延べ126名の方が参加されました。

③ 多重債務者問題への対応強化（公的機関との連携強化） ・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。
・一部商品の金利や利用限度額の見直しを行います。

・平成21年度、個人ローンに関する相談105件の内、期間延長等
返済の見直し71件に対応しました。
・当金庫住宅ローン利用者の方で、かつ、しんきん保証基金の保
証付カードローンを利用している方については、カードローンの金
利優遇を開始しました。
　※カードローン基準金利12.0%　⇒　優遇金利4.65%に引き下げ
（優遇幅7.35%）
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

３．信用金庫に特に求められる事項

(1) 目利き能力の向上、人材の育成

・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。

・職員の目利き能力等の育成を目的に、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。
【参加、開催した研修のうち主なもの】
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（平成21年8月）…1名参加
(2)主催：全国信用金庫協会
　企業再生支援実践講座（平成21年4月）…1名参加

２．金庫内研修実施
(1)土曜講座
　　テーマ：新しい経済危機と中小企業融資の取組み方
　　（平成21年5月）…35名参加
(2)中小企業経営改善支援実務研修会
　　（平成21年11月）…20名参加
(3)人財養成塾
　　7回開催（うち外部講師7回）…延べ200名参加
　　※外部講師を招いて開催しました。

(2) 身近な情報提供・経営指導・相談

①経営改善計画書のフォーム及び手引きの作成による
　 経営指導・相談の実施

・経営改善計画書のひな型及び作成手引書を制定し、営業店職
員への説明会を開催して周知徹底を図ります。
・経営支援先をはじめ、資金繰りや経営改善が必要なお取引先へ
の支援ツールとして活用を図り、その実効性を高めてまいります。

・経営改善計画書（簡易版）のひな型を作成し、営業店職員への
説明会等を実施しました。
・特に資金繰りが悪化しているお取引先への経営支援ツールとし
て活用しており、一定の成果を見ております。
・経営改善計画書（詳細版）及び手引書を作成し、営業店担当者
レベルで経営相談・経営改善計画書を作成できるよう、体制整備
を図ってまいります。
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

(3) 総代会の機能向上等に向けた取組み

①総代会に関する適切なディスクロージャー ・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
図ってまいります。

・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
どを掲載して周知を図りました。
・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。

②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けるよう
活動してまいります。
・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
図ってまいります。

・ディスクロージャー誌や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ており、一定の成果を見ておりま
す。
・新たに会員になろうとする方へは、出資に関する説明責任を果た
すことが重要であり、お客様へ重要事項を詳細に説明するととも
に、当金庫の「定款（抜粋）」を交付して内容の理解を得るなど、説
明態勢を充実させてまいります。

③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、経営に反映させる態勢の整備を図ってまいりま
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
代会に反映させることで、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。
・日常的な事業活動等で得られた意見、要望につきましては、平
成21年7月発行のディスクロージャー誌にて開示いたしました。
・総代以外の会員から広く意見を募集する方法として、従来は
ホームページを閲覧したお客様から寄せられた意見をディスク
ロージャー誌に掲載していましたが、平成22年度からはさらに、業
務報告書に「お客様アンケート」を同封し、ご意見を募集する予定
です。

(4) 半期開示の充実に向けた取組み

・半期開示の内容充実に向け、開示項目の追加等一層の充実を
図り、経営の透明性を高め、地域やお客様とのコミュニケ－ション
を深めてまいります。

・環境活動の取組が重要な社会的責任であるとの認識から、平成
21年7月発行のディスクロージャー誌では、新たに『とよしんの環
境方針と環境活動』を掲載して、当金庫の環境活動の周知を図り
ました。また、平成21年9月期ミニディスクロージャー誌でも同様に
環境活動への取組みを掲載しました。
・リスク管理態勢、損益状況、自己査定とそれに基づく償却引当等
の開示の内容充実に取り組みました。
・経営の透明性をより一層高めるため、今後も開示項目の追加を
検討していきます。
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

(5) 信用リスク管理態勢の充実

・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。
・「内部管理基本方針」の制定に伴い、平成21年7月10日付にて
「信用リスク管理方針」を改正しました。
・経営サポート課を、中小企業診断士4名を含む5名体制とし態勢
強化を図っています。従来はライフサイクルに応じた取引先の支
援機能として、経営改善に向けた「経営相談」「経営診断」を実施し
てきましたが、現在では資金繰り改善・経営改善を目的とした「経
営改善計画書」の作成指導・経営指導をはじめランクダウン防止
に重点を置いた経営支援を強化しております。平成21年度で6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悪化や信用リスク
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。

(6) 市場リスク管理態勢の充実

・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｣等に参加し、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。
・平成22年3月31日以後終了する事業年度(平成21年度決算)から
預金や貸出金を含む金融商品の時価等に関する事項を注記する
ことが求められており、定期預金や固定金利の貸出金の現在価
値算出での割引率の決定およびシステム導入の検討を進めてい
きます。

・地域のお客様から資金を調達している観点から、当金庫では市
場リスク管理を徹底し、ALM委員会等で金利変動に対して、より頑
健な運用構造のあり方について議論を深めており、適切な水準に
リスクコントロールされています。
・日本銀行、信金中金、ALMベンダー等の各種セミナー（時価開示
等）に参加し、態勢の強化を図りました。
・金融商品の時価会計対応につきましては、監査法人と協議しな
がらシステムの構築を行いました。
・平成21年3月期をベースに、要求払預金の実質的な滞留期間を
算出し、コア預金を設定する内部モデルを導入し、当金庫の実情
にあった金利リスクの算出が可能となりました。
・コア預金の内部定義を適切に行うほか、バックテストによる検証
も継続的に実施しております。
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◎ 地域密着型金融の個別の取組項目（平成21年度）
（豊田信用金庫）

進捗状況
平成２１年４月～２２年３月

項　　　目 取組み内容

(7) 法令等遵守の徹底

①金融商品取引法等、証券業務に関する
　 法令等遵守態勢の整備

・登録金融機関業務の公共性を十分に認識し、金融商品取引法
その他の法令諸規則を遵守し、常に顧客の利益を尊重し誠実に
業務を遂行してまいります。
・投資信託販売マニュアルを作成します。
・公共債販売マニュアルの改訂を行います。
・営業店における預り資産の販売・管理に関する月例点検を実施
します。（平成20年12月より継続実施）
・預り資産専担者であるマネーアドバイザーを増員し、態勢の充実
を図ります。

・販売マニュアルの作成、改訂および営業責任者・内部管理責任
者による証券業務に関する自主点検の実施により、当庫の販売
ルールについて職員に周知徹底がなされています。
・マネーアドバイザーを3名から5名に増員したことにより、販売管
理態勢の充実・強化が図られました。
・投資信託販売マニュアル（平成21年4月）の作成、公共債販売マ
ニュアル（平成21年6月）の改訂により、お客様への説明が効率的
に行えるようになりました。
・営業責任者、内部管理責任者による証券業務に関する自主点
検の実施(月１回)により、実務、管理手順の理解度を高めることが
できました。
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