
◎ 地域密着型金融の個別の取組項目
（豊田信用金庫）

成果
１９年４月～２０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。

・従来の営業店収益管理システムでは、各営業店
の経費に、預貸金残高で按分した本部経費を加え
るコスト計算を行っていましたが、ＡＢＣシステムの
導入により本部・営業店間の詳細なコストを把握で
きるようにしました。よって、今後の取組としては、
ＡＢＣによる本部経費配賦の適正化・精緻化を図っ
ていきます。これに加え、コスト管理業務への応用
も考慮していきます。
・平成22年5月の共同事務センター2センター化へ
向けて、オンライン業務の基盤整備を図ります。
・キャッシュカード偽造対策として、ＡＴＭのＩＣカード
対応化を図ります。
・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。
・各種リスク計量化関連システムの研究・導入を検
討します。

・ＡＢＣにより、店舗別の本部間接経費の実績把握
ができました。
・キャッシュカードの偽造対策として、店内、店外を
含めたＡＴＭ全123台のＩＣカード対応を完了し、お
客様の利便性向上を図りました。
・インターネットバンキングの振込みにおいて他行
庫受取人の振込口座確認などの機能追加を実施
し、利便性向上を図りました。
・平成22年5月の共同事務センター2センター化へ
向けたオンライン業務の基盤整備に着手しました。
・平成19年12月に財務分析システムを更改し、信
用リスク管理強化を図りました。
・平成20年3月に渉外支援システムを更改し、顧客
ニーズ管理の機能改善を図りました。

・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・精緻化を行っています。具体的には、同システ
ムにより店舗別の本部間接経費の実績を集積して
おり、これを平成20年度の営業店独立採算制度に
おける本部経費計画値に採用する予定です。
・今後は、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
盤の強化に繋げて参ります。
・システム面では、取組計画に従い、ＡＴＭの全台Ｉ
Ｃカード対応、インターネットバンキングの機能追
加によるお客様の利便性向上、信用リスク管理強
化を目的とした財務分析システムの更改、顧客
ニーズ管理の機能改善を目的とした渉外支援シス
テムの更改を平成19年度に実施しました。
・平成20年度は、下記課題への取組みを予定して
います。
①共同事務センター2センター化へ向けたオンライ
ン業務の基盤整備。
②法人向けインターネットバンキングの、認証セ
キュリティの強化。

◎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。
・中小企業診断士の養成に努めます。
・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。なお中小企業診断士の一次試験が科目別合
格制度になったため、計画的合格を指導します。
・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、金庫内研
修の実施により職員全体の能力向上を図りまし
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（19年9月）…7名
２．外部研修派遣の実施
(1) 主催：中小企業大学校(東京校)
　地域ものづくりコーディネート支援（20年3月）…1
名
(2) 主催：東海地区信用金庫協会
　預かり資産基礎研修（19年6月）…4名
(3)主催：富国生命保険相互会社
　トレーニー研修（19年6月）…1名
３．金庫内研修
(1)FP2級技能士
①FP継続研修（19年5月、6月、8月）…91名
②FP2級技能士スクーリング（19年8月）…12名
(2) 日商簿記3級スクーリング（19年9月～11月）4回
…40名
(3)銀行業務検定
①財務スクーリング（19年5月）…15名
②法務スクーリング（19年9月）…22名
③税務スクーリング（20年2月）…19名
(4)事業所担当者向け研修
平成20年3月6日開催…31名

・外部研修派遣ならびに金庫内研修では、階層別
や担当別により公認会計士、税理士、弁護士を講
師として、専門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。
講師は実際に経営支援や企業再生に関わってい
る公認会計士や税理士で、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。
・これらの研修により、習得した知識を実務レベル
で活用できるよう、継続的な研修を行い、業務と
サービスのさらなる向上に努めて参ります。

項　　　目
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
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（豊田信用金庫）
成果

１９年４月～２０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、同センターと協同して、中小企業の
お客様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
きるので、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」の推進を図りま
す。

・「とよしん商工会議所提携ローン」の取組み実績
は、累計で18件152百万円となりました。
・平成19年9月に豊田中小企業支援センタ－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19年10月1日付で組織改正を行い、従来の
融資管理部企業支援グル－プを審査部に移管し、
経営サポ－ト課に改称、外部との連携強化を図る
体制を整備しました。

・組織の体制整備も完了したため、平成20年度は
中小企業診断協会、中小企業基盤整備機構との
業務提携により一層の支援機能の強化を図りま
す。
・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。また、
中小企業基盤整備機構とも業務提携の覚書締結
の準備を進めております。

◎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。

・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。
・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。
・金庫内集合研修を実施し、CSについて理解を深
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。

１．外部研修派遣
(1)主催CMC：顧客保護・顧客重視・顧客サービス
態勢強化とその課題（19年7月）…1名
２．CS活動
(1)CSリーダー会議開催（19年4月）…40名
(2)店舗調査の実施（上期、下期）
(3)電話調査（20年3月実施）
３．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（19年6月）…11名
(2)パート職員研修（19年9月、20年2月）…204名
(3)得意先係養成講座（19年11月）…12名
４．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。

・CS運動調査の結果を業績表彰項目に組み入れ
たことで、従来と比較すると意識付けが図られまし
たが、より一層の意識づけと定着化を図っていきま
す。
・外部講師を招きCSリーダーを対象に、異業種な
らびに金融機関のCSへの取組みの現状や問題点
などについての金庫内研修を予定しています。

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

１９年４月～２０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（東邦学園大学）と
平成16年1月に産学連携の覚書を締結しています
が、新たに豊田工業高等専門学校と産学連携の
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。

・平成20年1月24日、ポートメッセなごやで行われ
た第10回「東海地区産業クラスター金融会議」に経
営サポート課が出席しました。
・愛知東邦大学との連携事業は、引き続き行って
いきます。

・愛知東邦大学との連携事業は、平成20年11月を
めどに共同研究による調査研究図書の発行がで
きる見通しです。

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。

・平成19年7月6日～7日、第3回「豊川信金ビジネ
ス交流会」に共催者として参画します。
・平成19年9月、豊田商工会議所主催の人事・労
務セミナーへ共催者として参画します。
・平成19年10月、「第1回多治見ビジネスマッチン
グ」に参加します。
・平成19年11月に開催された東海地区信用金庫協
会主催「ビジネスフェア2007」に参加します。
・平成20年1月、多治見市役所主催の第5回「き」業
展ビジネスフェアに参加します。
・「とよしんエグゼクティブクラブ」研究会での内容
の充実を図ります。

・第3回「豊川信金ビジネス交流会」に2社のお取引
先が出展しました。
・豊田商工会議所主催の「人事・労務セミナー」に
お取引先50名が参加されました。
・「第1回多治見ビジネスマッチング」に3社のお取
引先が出展されました。
・「ビジネスフェア2007」には発注企業に6社と企業
展示会に8社のお取引先が出展し、また産学官連
携ビジネス大賞では当金庫お取引先（加茂精工株
式会社様）が最優秀賞を受賞されました。
・第5回「き」業展ビジネスフェアにお取引先2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、若手経営者の皆様（20
年3月末会員数139名）の経営力向上を支援してい
ます。
平成19年
　5月…総会及び経営研究会開催
　7月…経営研究会開催
　9月…経営研究会開催
11月…ビジネスフェア見学会開催
平成20年
　1月…新春講演会（講師：豊田市長）開催
　3月…経営研究会開催

・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
力の向上に努めて参ります。
・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案件情報を有効に活用し、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
て図って参ります。

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。

・営業店からの抽出及び平成19年度上期フォロー
アップヒアリングの結果によって、債務者区分が要
注意先以下の中から企業支援先として認定した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参ります。
・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
参ります。
・目標
ランクアップ目標…20先(19年度5先、20年度15先)
改善計画書作成率…100％
指導訪問先…延800先

・平成19年10月、融資管理部企業支援グループを
「審査部経営サポート課」に改称、中小企業診断
士を1名増員し、支援体制の強化を図りました。
・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20年3月末現在で11先がランクアップしまし
た。
・経営シミュレーションシステムを利用し、59先の改
善計画書を作成しました。
・指導訪問先数は平成20年3月末現在で延べ345
先となっております。

・経営サポート課を中心に、企業支援先84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。

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

１９年４月～２０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
シンジケートローンの活用 　営業区域内の新規事

業を含む大型案件につき
ましては、協調融資によ
る支援育成が重要と判断
したためであります。

・シンジケートローン参加につきましては、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19年6月に、当金庫がアレンジャーを務め、
シンジケートローン総額10億円を組成しました。
・平成20年3月に、信金中金をアレンジャーとした
独立行政法人への大型シンジケートローンに、レ
ンダーとして参加しました。
※独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構
　　組成額200億円　内当金庫19億円

・平成19年6月組成のシンジケートローンは、当金
庫単独で資金需要に応えるのは難しい状況であり
ましたが、シンジケートローンの活用により地元企
業の要請に応えることができました。
・今後はアレンジャー業務の経験を深め、さらに実
績を積み上げ、地域のファーストバンクとしての地
位の確立に努めて参ります。

私募債の活用 　社債発行引き受けによ
るお取引先企業の設備
投資、研究開発に必要な
長期で安定した資金調達
の支援強化を図るためで
あります。

・私募債引き受けについては、正常先でなおかつ
保証資格要件である適債基準を満たすことを取上
方針とします。
・保証資格要件を満たしているお取引先に対し、資
金ニーズの発掘を行い積極的に推進します。

・平成19年度の私募債引受けは、5先、計4億2千
万円となりました。現状、引受け先はすべて正常先
で、保証資格要件である適債基準も満たしていま
す。

・今後、保証協会利用による分割償還方式の併用
も検討していきます。

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。
・現在、豊田市の交通安全教育施設のＰＦＩ事業に
3グループが参加表明しており、全てのグループに
対して融資団として参加のアプローチを行います。

・平成20年3月、岡崎市（岡崎げんき館整備運営事
業）ＰＦＩ事業によるプロジェクトファイナンスに2億8
千万円参画しました。
・豊田市で初のＰＦＩ事業（総額21億円）が実施され
るについて、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。

・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
おける交通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。よって当地区でのＰＦＩ事業に
は、レンダー側として積極的に参加を表明していき
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株式会
社の保証による「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日に開始しました。
・ABL活用商品「とよしん機械担保ローン」の取扱
実績は1先（金額10百万円）となっております。

・平成19年度は動産・債権譲渡担保融資（ABL）の
新商品として「とよしんトラック・バス活用ローン」の
取扱いを開始しました。
・平成20年度も引続き資金調達手段の多様化を図
りながら、中小企業のお客様の資金需要開拓に取
組んで参ります。

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
向上を目指して、新格付システムへの更改を図り
ます。

・商工会議所と連携した提携ローン実績は、累計
18件152百万円となりました。
・平成19年12月25日、新格付システムが更改稼動
しました。新システムは、判別分析およびAR値によ
るモデル検証を実施して「説明変数（財務指標）」を
入れ替えていくことで、精度向上を図り効果を上げ
ております。
・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。

・平成19年度は計画に基づく新格付システムの更
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。
・平成20年度は新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参ります。

経済産業省の推進する技術評価等と連携した取組み 　経済産業省および中部
経済産業局との連携によ
り、企業の事業価値を見
極める融資を推進してい
くための「目利き機能」向
上を図るためでありま
す。

・経済産業省所管の独立行政法人　情報処理推
進機構（略称IPA　以下　同）との提携締結を進め
ます。
・IPAの債務保証付無担保融資商品「とよしんITサ
ポートローン(仮称)」の開発を進めます。
・中部経済産業局との連携強化を図ります。

・平成19年9月20日、IPAと債務保証業務を前提と
した約定書の締結を行いました。
・中部経済産業局との連携を深めて、地域中小企
業のお客様の活性化を図りました。具体的には経
営サポート課が中心となり、お取引先への経営指
導・相談の中から「中小企業地域資源活用事業」
をはじめとした各種助成の活用を推進しました。

・平成19年度はお取引先への経営指導・相談の中
から「中小企業地域資源活用事業」を活用しまし
た。
・平成20年度は外部機関との連携強化を図り、中
小企業のお客様に適した資金供給として新商品の
開発に着手して参ります。
・IPAの債務保証付無担保融資商品「とよしんITサ
ポートローン(仮称)」の取扱を開始すべく検討して
いおりましたが、平成20年4月以降、制度改正によ
り、同債務保証の対象先がソフト開発などのIT関
連に限定されることから、信用リスク委員会におい
て、当地区の事業者数および需要拡大の可能性
についての調査分析の必要性を指摘されたため、
引続き検討を行い、慎重に見極めていくこととしま
した。

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

１９年４月～２０年３月
◎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
地域を担う若い世代への金融知識の普及 　小・中学生にお金の大

切さや信用金庫の役割、
金融の知識を深めてもら
い、今後の地域金融の円
滑化を図っていくためで
あります。

・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、地域金融機関として、
金融教育の場を増やし貢献を図ります。
・従来から体験学習を実施している２支店(名東支
店・朝日支店）につきましては、引き続き学習の場
を提供して参ります。
・金融教育について、地域学校に対して理解を深
めてもらい、体験学習を実施する学校を増やして
いきます。

・平成18年10月に名東、平成19年2月に朝日の各
支店において地元中学生の職場体験学習を実施
しました。平成19年度は実施しておりませんが、平
成20年6月頃、朝日支店が地元中学校の生徒を受
け入れる予定です。
・平成20年度以降は豊田市が行っている豊田市
キャリア教育支援協議会に協力し、職場体験学習
推進事業の受入事業所になる予定です。

・金融環境の変化や金融商品の多様化の中で、若
い世代の金融教育は地域金融機関としての使命
であります。平成20年度は学校との連携を強化し
出前授業、体験学習を積極的に展開し、次世代を
担う子供たちへの金融知識の普及に努めて参りま
す。

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。
・金融経済教育の一環として、ＦＰの資格をもつ職
員により、中高生の体験学習や大学生のインター
ンシップ時等に、悪徳商法、架空請求、カード被害
等についての授業を行います。

・平成19年7月、本店営業部１階に｢相談プラザ｣を
設置しました。お客様からの相談受付も行い、借入
先との交渉を促す等アドバイスを行っています。
・平成19年8月にインタ－ンシップを実施し、金融経
済教育を行いました。

・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、平
成19年7月より本店に相談プラザを設け、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
るよう更に態勢整備を図って参ります。

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

１９年４月～２０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。
・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
ていく予定です。
・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
頼することを検討します。
・先進的経営企業への見学会を実施します。

・金庫内研修および東海地区信用金庫協会等外
部研修への派遣を実施しました。
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（19年8月）…1名
(2)主催：中小企業基盤整備機構目利き能力養成
講座（20年2月）…1名
２．金庫内研修実施
(1)事業所担当者研修
　　19年6月…26名　　20年3月…31名
・業種別勉強会を開催しました。
年8回開催(上期4回、下期4回、うち外部講師3回)
当金庫本部職員及び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し、延べ283名
が出席しました。

・平成19年度は計画に従って金庫内研修ならびに
外部研修への派遣、業種別勉強会を実施しまし
た。
・平成20年度は外部機関（中小企業診断協会、中
小企業基盤整備機構など）との連携により、外部
講師の活用による新たな勉強会を開催し、引続き
職員の目利き能力向上に取組んで参ります。
・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参ります。

◎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。

・組織改正により、従来の融資管理部・企業支援グ
ループを審査部に移管し、経営サポート課として体
制整備を図ります。
・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
に有効に生かして参ります。
・企業再生支援先84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
務の強化を図って参ります。

・平成19年10月1日、組織改正により従来の融資
管理部・企業支援後グループを審査部に移管し、
経営サポート課に改称。中小企業診断士1名を増
員し、支援体制の強化を図りました。
・企業支援先84先の支援活動の他に、与信先全般
からの経営相談、経営指導に取組み、1先につき
ましては経営全般に対する経営診断を実施し、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。
　※取扱実績2先

・平成19年度は計画に基づく身近な情報提供・経
営相談・診断を実施するため、組織改正により支
援体制の整備・強化を行いました。
・平成20年度は新設した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参ります。

◎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19年11月発行の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、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。
・今後も継続的にディスクローズを進め、一層の充
実を図って参ります。

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
る理解を深めていきます。
・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。

・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
努めた結果、会員数353人の増加となりました。
・今後も一層広く会員を募るべくパンフレットを作成
し、説明態勢を充実させて参ります。

総代以外の会員からの意見の反映 　総代以外の会員からの
意見も含め、会員の意見
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、要望につい
ては、平成19年7月発刊のディスクロージャー誌に
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
いては、平成19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参ります。
・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参ります。

項　　　目 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
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（豊田信用金庫）
成果

１９年４月～２０年３月
◎半期開示の充実に向けた取組み

　開示を一層充実させる
ことによって、経営の健
全性と地域密着型金融
の機能を向上させ、地域
に根ざした協同組織金融
機関としての基盤強化を
図るためであります。

・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
域のお客様とのコミュニケ－ションを深めていきま
す。

・19年3月期ミニディスクロージャー誌に「人格別預
金構成」を新たに掲載しました。
・19年9月期ミニディスクロージャー誌に「預金者別
預金残高割合」、「事業者・個人別資金使途別貸
出金残高の割合」を新たに開示しました。

・リスク管理体制、損益状況、自己査定とそれに基
づく償却引当等、開示の充実に向けて取り組んで
きた結果、経営の透明性は一段と高まったものと
認識しています。
・今後も開示項目を追加し、一層の充実を図って参
ります。

◎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
理を実践して参ります。
・信用リスク管理部門および信用リスク管理担当の
設置と役割を明確化します。
・信用格付および自己査定の精度向上
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
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の実施
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。

・平成19年7月に信用リスク管理方針を定め、併せ
て信用リスク管理規程を改正し、本部の信用リスク
管理部門と、営業店信用リスク管理担当の役割の
明確化を図りました。
・平成19年12月にワークフロー型の新格付システ
ムを稼動させ、迅速な格付評価の実施と、取引先
顧客の信用状況の変化に対する格付協議の活性
化を図っています。
・平成19年12月基準日より、共同事務センターの
自己査定システムを導入しました。これにより日常
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、自己査定の正確性につながるもの
と考えています。
・平成19年6月基準より相関を考慮した信用リスク
の計測を開始しました。
・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。
・与信集中抑制業種につきましては、賃貸住宅建
設資金の増加が著しいことから、平成19年7月に
信用リスク管理規定に基づく「不動産業与信限度
額方針超過への施策について」により集中リスク
抑制方針を示し、管理基準の厳格化を図ることとし
ました。
・平成19年10月に「企業支援グループ」を「経営サ
ポート課」に改め、中小企業診断士3名を含む4名
体制とし組織体制の強化を図りました。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年度は11先のランクアップ
を図ることができました。

・平成19年度は取組み計画に従って、信用リスク
管理および計量化にかかわるシステム更改、集中
リスク抑制のための施策の検討および企業サポー
トに関する組織体制の整備を進めることができまし
た。
・相関を考慮した信用リスクの計測では、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、
研究課題は多いが、継続的な実施により、適切な
リスク把握に向けていく方針です。
・平成20年度以降は、平成19年度に実施してきた
施策の実効性向上を図り、これら施策を金庫の経
営力強化につなげ、安定的・持続的な地域密着型
金融を推進して参ります。

◎市場リスク管理態勢の充実
　金利上昇局面入りに伴
い、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。
・ＶａＲ算出簡易ソフト研修会（信金中金主催）へ参
加します。
・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。

・平成19年9月に、信金中央金庫が主催する｢ＶａＲ
算出簡易ソフト研修会｣に、経営企画部職員が参
加しました。

・｢時価評価ＡＬＭシステム｣の構築により、内部管
理上のバンキング勘定の金利リスク量を算出し、
ディスクロージャー誌に掲載しました。今後は、より
分かりやすい開示方法、表現などを検討して参り
ます。
・仕組債リスク量算出システム構築については検
討中です。

取組み内容項　　　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
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（豊田信用金庫）
成果

１９年４月～２０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
・営業店、関連会社、本部各部への臨店指導の実
施(コンプライアンス態勢の現状把握及び評価)
・コンプライアンスチェックシート(全職員)、リーガル
チェックシート(リスク管理担当者)の実施
・リスク管理担当者(営業店コンプライアンス責任
者)会議の開催及び意見交換会の実施
・コンプライアンス委員会(本部各部のリスク管理担
当者)の開催
・営業店、関連会社、本部臨店指導結果(状況及び
評価)の報告(常務会、理事会)
　第3四半期までの指導結果(状況及び評価)につ
いては、コンプライアンス委員会及び理事会に報
告
・コンプライアンスに関するチェックリスト(営業店長
用、リスク管理担当者用)による点検の実施　営業
店の現状把握とその問題点、改善点の確認と改善
に向けた活動のチェック、評価
・顧客情報(個人情報)等の保管・管理の強化(顧客
情報の漏洩防止)
・「顧客情報保管方法の一覧」による店舗内の整
理整頓の実施
・「コンプライアンス・プログラム」「コンプライアンス・
マニュアル」の見直し（金融商品取引法の施行、本
人確認法の廃止、犯罪収益移転防止法）

(2)コンプライアンス教育の充実
・役員、管理者、一般職員(職階層別)、パート職員
を対象としたコンプライアンス研修会の実施
・コンプライアンス理解度テストの実施
・コンプライアンス期末テストの実施
・コンプライアンス通信の発行

(1)法令遵守(コンプライアンス)態勢の充実・強化
・理事長を委員長（全役員、全部長を委員とする）
とした新たなコンプライアンス委員会の設置をはじ
めとして、営業店、関連会社、本部各部への臨店
指導の実施、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、「顧
客情報保管方法の一覧」による各営業店の保管・
管理の強化(顧客情報の漏洩防止・保管場所も含
む)及び、それに伴う金庫内の整理・整頓など、法
令遵守態勢の充実を図りました。

(2)コンプライアンス教育の充実
・外部講師を招くなどして、役員をはじめ、管理者、
一般職員(職階層別)、パート職員を対象としたコン
プライアンス研修を開催、コンプライアンス通信(証
券業務に関するコンプライアンス通信、法務室によ
るコンプライアンス通信)の発行、さらに、コンプライ
アンス理解度テスト、コンプライアンス期末テストな
どを実施しコンプライアンス教育の充実を図りまし
た。

(3)今後の課題
・コンプライアンス態勢の充実・強化について、営
業店職員はもとより、関連会社、本部各部（本部職
員、パート職員、嘱託・派遣社員）のコンプライアン
ス教育をさらに充実させ、地域の信頼に応えられ
るよう努めて参ります。

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項　　　目 取組み内容
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