機能強化計画の進捗状況（要約）

（別紙様式３）

１．15年４月〜９月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価
全体的には、概ね計画どおりの取組みを行ってきた。 今後も計画どおり進捗するよう管理する方針である。
(1)創業・新事業支援機能等の強化
融資審査会、融資実務研修会を実施し、融資審査能力の向上を図った。
関東地区産業クラスター会議へ出席した。
(2)経営相談・支援機能の強化
１５年８月、融資部内に企業支援専担者を配置した。全信協主催「企業再生支援講座」に出席した。
(3)新しい中小企業金融への取組み強化
外部データを活用した融資新商品（スペシャルＡ）を８月より発売した。
(4)今後の課題
企業支援専担者の設置、業界上部団体主催研修会等への派遣を行った。今後はこれらの実効性を期すため、専担者の積極的な活動や増員、庫内研修会の実施等のフォローアップが必要となると思われる。

２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況（別紙様式１）
項

目

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み
１．創業・新事業支援機能等の強化
（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化

具体的な取組み

融資審査能力向上のた
め庫内研修の強化と外
部研修への派遣。
モニタリングを経営の課
題として役員を含め金庫
全体で取組む。
興信所データ等を利用し
たスコアリング商品の検
討・発売。
業種別に企業経営者等
を講師とした研修会の実
施。
共同事務ｾﾝﾀｰ稟議書作
成ｼｽﾃﾑの導入検討。
専決権限、常務会付議
基準の見直しを行う。

スケジュール
１５年度
１６年度
・融資審査会実施
・融資研修会実施

備

考 （計画の詳細）

平成15年度同様
・「目利き研修」実施

・１５年６月から９月にかけ 融資審査態勢の強化は融資審査能力の向上であり、融資審査会、
て若手職員を中心に、融資 融資部研修会の継続実施、外部研修への参加等より人材育成を図
実務研修を開催した。
る。
・外部研修への派遣
外部研修参加者を講師
融資ﾌﾟﾛｾｽ見直し、良質な貸出を増加させ、融資実行後の事後モニ
（全信協主催の講座） とした庫内研修の実施 ・融資部において、各営業 タリングを充実させ、経営の悪化状況を早期に把握し、再生に取組
興信所データ等を利 業種別に企業経営者等 店長と個別にヒアリングを みできるよう態勢整備を図り、貸倒による損失を最小化させ、金庫と
用したスコアリング商品 を講師とした研修会の 行い、取引先毎の業況把 企業との間でｻｽﾃﾅﾋﾞｨﾘﾃｨを高める。
の検討・発売。
実施。
握と今後の取組み方針等
業種別に企業経営者等
の協議を実施した。
店質や審査能力等を勘案し、専決権限を下げる等の見直しを行い、
を講師とした研修会の
融資審査態勢の強化を図る。また、常務会付議案件については、現
実施。
・外部データを活用した、原 在は要注意先以下を全て常務会付議としているが、付議案件にメリ
共同事務ｾﾝﾀｰ稟議書 共同事務ｾﾝﾀｰ稟議書 則無担保、第３者保証不要 ハリをつけ、１先に対する審査時間を今まで以上に十分取れるように
作成ｼｽﾃﾑの導入検
作成ｼｽﾃﾑの導入検
の長期資金最高３千万円 常務会付議基準の見直しを行い、融資審査態勢の強化を図る。
討。
討。
の新商品（ｽﾍﾟｼｬﾙＡ）を８月
専決権限、常務会付議
より発売した。
外部研修へ職員を派遣する。
基準の見直しを行う。
(全信協主催) 企業再生・支援講座 融資審査講座 融資管理
回収講座 目利き研修講座等

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行と 地域産業の特性を認識 関東地区産業クラス
し、情報収集を行いなが ター会議等に出席す
の連携。「産業クラスターサポート会議」への参画
ら地域に役立つｺﾐﾆｭﾃｨ
ﾋﾞｼﾞﾈｽを支援する。
関東地区産業ｸﾗｽﾀｰｻ
ﾎﾟｰﾄ会議に出席する。
日本政策投資銀行主催
の情報交換会議に出席
する。

進捗状況
（15年4月〜9月）

前年同様。

る。
日本政策投資銀行主
催の情報交換会議に出
席する。
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６月１１日、関東地区産業ク 中小企業が成長発展して行くためには、技術開発や新事業展開を支
ラスター会議に出席した。 援することが重要であり、そのための知的財産権や技術を評価する
ためには、産学官とのネットワークを構築する必要性が重要と考える
７月２５日、信金中金主催 が、当地区には未だ産学官のネットワークは構築されていないため、
の日本政策投資銀行リ
今後、ネットワーク構築時には協力して行きたい。
レーションシップバンキング
情報交換会に出席した。

（加茂信用金庫）

項

目

具体的な取組み

スケジュール
１５年度
１６年度

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小 地方公共団体の産業政 企業創業等の情報を収 前年同様。
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融 策や商工会議所・商工 集する。
会と連絡を密にし、企業 日本政策投資銀行主
資等連携強化
創業等の情報を収集す 催の情報交換会議に出
る。
席する。
日本政策投資銀行主催
の情報交換会議に出席
し、連携を図って行く。

（５）中小企業支援センターの活用

地方公共団体の産業政
策や商工会議所・商工
会と連絡を密にし、企業
創造等の情報を収集す
る。

必要に応じ検討する。
地方公共団体の産業
政策や商工会議所・商
工会と連絡を密にし、
企業創造等の情報を収
集する。

必要に応じ検討する。
地方公共団体の産業
政策や商工会議所・商
工会と連絡を密にし、
企業創造等の情報を収
集する。

進捗状況
（15年4月〜9月）

備

考 （計画の詳細）

７月２５日、信金中金主催 政府系金融機関との情報共有、協調投融資等の必要性はあると認
の日本政策投資銀行リ
識しているが、現在は連携していない。
レーションシップバンキング
情報交換会に出席した。

上期は目立った進捗はな 地域経済に有効であるコミュニティビジネスの支援については、中小
かった。
企業支援センター等外部機関と連携し、必要に応じて、支援を行う方
今後も、地方公共団体の産 針である。
業政策や商工会議所・商工
会と連絡を密にし、企業創 地方公共団体の産業政策や商工会議所・商工会と連絡を密にし、企
業等の情報を収集する方 業創業等の情報を収集する。
針としたい。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの整 かもしんきん大関倶楽部 各後援会、大関倶楽部 各後援会、大関倶楽部 かもしんきん大関倶楽部の 各後援会、大関倶楽部を異業種交流会の親睦的性格の他、経営情
で経営に関した講演会、 の年間行事を通じて経 の年間行事を通じて経 会員を対象として、当金庫 報の提供、経営に関する研修会等、ビジネスマッチング情報提供の
備
研修会等を実施する他、
ビジネスマッチングがで
きるような会にして行く。
親睦的性格の他、ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽﾏｯﾁﾝｸﾞへの活用を検
討する。

営情報の提供やﾋﾞｼﾞﾈｽ 営情報の提供やﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾏｯﾁﾝｸﾞに役立てて行 ﾏｯﾁﾝｸﾞに役立てて行
く。
く。
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ方法の検
討を行う。
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞの実施時
期を検討する。

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防 ・審査課に企業再生・支 ・審査課に企業再生・
援専担者１名配置し
支援専担者１名配
止のための体制整備強化並びに実績公表
た。
置した。
・再生のための基準を設 ・再生企業選定基準
け、企業を選定する。
作成。
・１５年度実績の公表に ・再生企業選定。
ついては、ディスクロ
ジャー誌で体制整備状
況、経営改善支援取
組先数を公表する。

企業再生・支援専担者
の１名増員検討
フォローアップを行う。
１５年度実績をディスク
ロジャー誌で８月までに
公表する。

理事長が「構造調整圧力に
さらされる中小企業」の講
演を実施した。
講演終了後に納涼会を通
じビジネスマッチング的な
交流を行った。

場としての充実を図る。
業界団体が提供する経営情報やビジネスマッチング情報を有効に活
用する。
「かもしんきん大関倶楽部」は各種研修・経営情報の提供・講演会等
の事業を通じて、次世代を担う若手経営者・後継者（４５歳以下）の
資質向上を目的とした会であり、加茂・田上地区で結成されており、
現在会員は７４名である。

１５年８月に融資部内に企 企業再生・支援専担者を設け、債務者区分に応じた企業支援、再生
業支援専担者を１名配置 を図り、債権健全化及び不良債権の新規発生防止のための取組み
し、９月２３日〜２６日、企業 を強化する。
再生支援講座（全信協主
催）に参加した。
下期に、企業支援講座等
に7名の参加を決定した。

上期は目立った進捗なし。 九州大学ビジネススクールで実施されている「中堅・中小企業におけ
今後も、産業再生機構が中 る財務戦略人材育成のための研修プログラム」には協力関係はな
小企業の再生をどのように い。
取組むのかが、明らかに
なった場合に検討する方針
とする。

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力
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（加茂信用金庫）

項

目

具体的な取組み

スケジュール
１５年度
１６年度

進捗状況
（15年4月〜9月）

３．早期事業再生に向けた積極的取組み
（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期事
業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

考 （計画の詳細）

当金庫取引先である中小企業は小規模であり、債権者申立てによる
民事再生法等の法的整理になじまず、破産または取引停止処分・廃
業等による私的整理が多く、プリパッケージ型の事業再生はなかっ
た。
当金庫取引先は小規模な先が多く、プリパッケージ型企業再生に対
象となる企業はないものと思われるが、発生すれば対応して行きた
い。

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取 にいがた産業創造機構 にいがた産業創造機構 前年同様
等との連携を密に図り、 等との連携強化。
組み
企業再生ファンド組成等
の情報交換を行う。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用

備

企業再生ファンドは組成さ （財）にいがた産業創造機構、にいがた産業創造ファンドが組成され
れず、取引先に対象企業 た。当金庫は「にいがた産業創造ファンド」に出資した。
がなかったため進捗なし。 （財）にいがた産業創造機構は企業創業が目的であり、企業再生は
目的でないため、今後企業再生ファンドが組成され、取引先に対象
企業があった場合には協力して行きたい。

取組まない。

当金庫取引先は、資本金が少ない中小零細企業が多く、ＤＥＳやＤＩ
Ｐファイナンスに対する知識のニーズもないこと、またＤＥＳで当金庫
が株式を保有することを取引先は希望しないものと思われることから
取組まない方針とする。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活用 取組まない方針とするが

信託するには当然ＳＰＣ（特別目的会社）が必要となり、また当金庫
の取引先は規模的に、再生にあたり債権流動化するまでの必要性
はなく、現状では取組まない方針とするが、対象となる企業があれば
対応して行きたい。

対象となる企業があれば
対応して行きたい。

（５）産業再生機構の活用

今後検討する。

上期は目立った進捗なし。
今後も、産業再生機構が中
小企業の再生をどのように
取組むのかが、明らかに
なった場合に検討する方針
とする。

当金庫としての企業再生支援の基本方針と取引先中小企業の経営
状況、そして債権関係の複雑さ等の状況を踏まえ、対象企業の選定
をし、必要に応じて産業再生機構の機能を有効に活用できるかどう
か検討する。

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用

必要に応じて中小企業
再生支援協議会の機能
を有効に活用できるかど
うか検討する。

上期は進捗なし。
今後も状況を見極めてから
の対応としたい。再生が可
能と判断されるが当金庫が
主力ではない場合、複数の
金融機関等の権利調整で
困難がある場合等に活用
を検討する。

当金庫としての企業再生支援の基本方針と取引先中小企業の経営
状況、そして権利関係の複雑さ等の状況を踏まえ、対象企業の選定
をし、必要に応じて中小企業再生支援協議会の機能を有効に活用で
きるかどうか検討する。

外部データを活用した融資
新商品（ｽﾍﾟｼｬﾙＡ、最高３
・財務制限条項の適用 千万円、原則無担保、第３
について検討する。 者保証不要）を８月より発
売した。
下期に２名目利き力養成講
座へ派遣する予定。

財務制限条項については、当金庫取引先中小企業に財務制限条項
が適用できるかの問題があり、今後、適用可能性を検討することとす
る。スコアリングモデルの活用を検討する。ローンレビューについて
は、融資審査会で定期的な調査を実施する。キャッシュフローを重視
した融資審査を行い、融資後の事後モニタリングを実施して行くこと
で、担保・保証に過度に依存しない融資の促進を図るための態勢整
備を図る。

４．新しい中小企業金融への取組みの強化
（１）ローンレビューの徹底、財務制限条項やスコアリングモデル ・目利き力向上のための ・ﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰ方法の検討。 ・目利き研修の実施
・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の検討 ・前期のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
研修実施。
の活用等。第三者保証の利用のあり方
・与信先への定期的な
評価見直し。
・財務制限条項の適用
について検討する。

・財務制限条項の検討
・目利き研修への派遣
・財務制限条項の適用
について検討する。
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（加茂信用金庫）

項

目

（３）証券化等の取組み

スケジュール
１５年度
１６年度

具体的な取組み
取組まない。

備

考 （計画の詳細）

貸出債権を証券化し流動化させることは、金銭債権の信託と同様に
有効であることは認識しているが、現状では証券化のノウハウがな
く、またニーズもないことから実施していない。
貸出債権の証券化については当営業地域ではニーズもなく、当面は
信金中金等の研修会に参加し勉強して行く方針とする。

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プ ＴＫＣ傘下の地元会計事 ・会計事務所との提
務所と提携可能か、また 携検討
ログラムの整備

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用

進捗状況
（15年4月〜9月）

商品化可能か検討す
る。

・商品開発検討

信用格付導入により、財
務、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ率等、より細
かなﾃﾞｰﾀ整備を図る。
各種ﾃﾞｰﾀを検討した、無
担保・無保証商品を検討
する。

信用格付ｼｽﾃﾑ導入。
信用格付ｼｽﾃﾑ試行。
信用格付の活用方法
検討。
信用各付ｼｽﾃﾑによる
信用リスク管理実施。

前年同様
前年のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

上期は進捗なし。
財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対しては、融資プログ
今後、会計事務所との提携 ラムの整備を行い、一定の条件の下での無担保融資等を検討した
を検討し、商品化について い。
検討して行く。

前年のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

信用格付システムを現在
試行運転中である。
１５年度中は、信用格付シ
ステムについての試行およ
び債務者区分との整合性
等の検討を行い、１６年度
から本格的な導入を目指し
て行く。

信用ﾘｽｸ管理に必要となる情報のデータベース化の促進、信用格付
導入、債務者毎の推定デフォルト率算定等により、より精緻な取引先
の経営評価に努め、これらに基づく新たな融資の活発化と収益力向
上を図る。また、精緻な評価に基づく貸出金利設定を図る。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化
（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容等 事務ガイドラインに基づ 事務事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基 取引約定書を双方差入 事務ガイドラインに基づい 契約内容の重要事項の説明不足により、後日紛争にならないよう
いて規定の整備を行う。 づいて規定の整備を行 方式に改訂する。
て、規定の整備を行うべく に、コンプライアンスの面からも重要事項の説明は十分に行うことと
重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催

取引約定書を改訂する。 う。

検討中である。

する。

四半期毎の会議に出席 四半期毎の会議に出席 前年同様
し、情報等を収集する。 する。

１５年６月２３日
第１回地域金融円滑化会
議に出席

地域金融円滑化会議での苦情等の情報を参考に、「失敗から学ぶ
学習システム」の構築を検討して行く。

１５年８月２６日
第２回地域金融円滑化会
議に出席

（３）相談・苦情処理体制の強化

苦情等の分析を行い、研 苦情・相談等の勉強会 前年同様
修等により職員のﾚﾍﾞﾙ の実施。
ｱｯﾌﾟを図る。
しんきん相談所等と連絡 要領の見直し。
を密にする。
苦情等、処理管理方法 業界団体実施の研修
について、必要に応じて 会に参加する。
要領の見直しを行う。
業界団体実施の研修会
に参加する。
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15年9月18日「定例コンプラ 「顧客の苦情・要望等に公平・誠実に対処し、迅速な解決によって顧
イアンス委員会」を開催し、 客からの理解と信頼を深め、顧客の保護に資する」を取組方針とし
次のことを討議した。
対応する。
①貸し渋り・貸し剥がしホッ
トライン情報について。
苦情等処理担当者については、営業店の苦情処理等責任者はコン
②苦情等受付記録票に情 プライアンス責任者および部店長・次席者とし、本部の担当部署を監
報提供、相談事項欄を追加 査部監査課に置き、監査部長を責任者とし、所管部署は苦情等の内
し、より多くの情報等を収集 容により本部各部としている。苦情等の管理方法については、営業
しリスクの防止、顧客満足 店で苦情等を受付けた場合は制定用紙に記入に部店長に報告し解
向上を図ることについて。 決を図るとともに、制定用紙（写）を業務監査課へ送付する。重大な
事案については監査部長から常務会に速やかに報告することとして
いる。また、苦情等があった場合は管理簿に記載し、事案毎に原因
究明・再発防止等を討議するとともに、勉強会等を実施しコンプライ
アンス意識の一層の浸透を図っている。

（加茂信用金庫）

項

目

６．進捗状況の公表

具体的な取組み

スケジュール
１５年度
１６年度

ディスクロジャー誌に掲 半期毎にﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ
載し公表する。
誌で公表する。

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み
１．資産査定、信用リスク管理の強化
金融庁指摘事項や金融 ・自己査定要領改訂
（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施
検査マニュアルの改訂 ・研修会実施
項目等を反映させた規
定・要領を改訂し、周知
徹底を図る。
自己査定要領について、
「実質延滞について具体
例の追加」「実態バラン
ス作成の明記」「マトリク
ス表をより厳しく変更す
る」等の改訂を行う。

進捗状況
（15年4月〜9月）

備

考 （計画の詳細）

半期毎にﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ
誌で公表する。

施策の進捗状況について、
ミニディスクロ誌で半期開
示するよう準備中である。

左記取組みの継続
フォローアップ

より正確な自己査定を行う
ため、現在融資部内にて、
マトリクス表の改訂など自
己査定要領の改訂を検討
中である。

正確な自己査定を行うため関係要領を見直すとともに、取引先企業
の実態把握に努め、融資担当者及び役席者の集合研修のより能力
向上を図る。
融資部において自己査定要領改訂の検討会議を開催し、指摘事項
及び「金融検査マニュアル」の改訂項目等を反映させた自己査定要
領を作成する。金庫内の周知徹底を図るため役席及び融資担当者
を対象とした集合研修を自己査定実施前に実施する。

本部と支店が連携し、今後、不動産売買事例等の収集件数をより多
く引き上げ、担保評価の精度向上に努める予定。担保処分実績から
見た担保評価の精度の検証については、今後、制度化するなど手続
の明確化を検討して行く予定。より一層正確性を期するため、平成１
５年度から不動産評価システムを導入した。

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

正確性を期するため１５ ・担保処分実績から
左記取組みの継続
年度から不動産評価ｼｽ 見た担保評価精度
フォローアップ
ﾃﾑを導入した。
検証の実施。
・不動産評価ｼｽﾃﾑ運
用開始。
売買事例ﾃﾞｰﾀの収集。 売買事例ﾃﾞｰﾀの収集。 売買事例ﾃﾞｰﾀの収集。

上期に、不動産担保評価
管理システムに移行した。
下期より、不動産担保評価
管理システムが本格的に
運用開始する。

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示

今後も開示する。

１１月中にミニディスクロ
ジャー誌等にて金融再生法
開示債権の保全状況を開
示すべく現在準備中であ
る。

ﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ誌等で開示 前年同様
する。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上
（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付 信用格付を自己査定の 信用格付制度構築と取 信用格付ｼｽﾃﾑ稼動。 現在、法人先を中心に、格 信用格付制度は信用リスク管理を行うには必要なものであり、早期
基礎ﾃﾞｰﾀとして、自己査 扱要領等の整備。
付システムを試行的に導入 運用開始と精度向上も目指して逐次改訂を行う。
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等
定ｼｽﾃﾑへの連携を図
る。
集合研修の実施。

集合研修の実施。

集合研修の実施。
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し、融資部内にて債務者区 信用格付制度については、システムの導入は平成１５年４月に完了
分との整合性等を検討中で し、平成１５年５月より３ヶ月間のプレ試行を行なった。今後実態バラ
ある。
ンスを反映させた信用格付区分と自己査定による債務者区分との比
融資部内にて検討を重ね 較と整合性を検証し、平成１６年度の本格稼働に向けて平成１５年度
た上で、まずは本年度中に 中に制度の構築と取扱要領の整備等具体化するよう検討して行きた
法人先に対象とした信用格 い。金利設定においては、信用格付制度のシステム導入は完了して
付制度を構築し、１６年度 いるが、運用方法が構築されていないため、信用格付に応じた金利
以降信用格付システムを テーブル表の基準はできてなく、今後検討して行きたい。
本格稼動予定である。

（加茂信用金庫）

項

目

３．ガバナンスの強化
（２）①半期開示の実施
（２）②外部監査の実施対象の拡大等

具体的な取組み
今後も半期開示を実施
する。

スケジュール
１５年度
１６年度
半期開示を実施する。 前年同様

今以上の監査は現在考 決算監査の実施
えていない。
期中監査の実施

前年同様

左記の１６年度実施
（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員の 総代選考基準の見直し。 ・全信協検討結果を
全信協の検討結果を踏
踏まえ、総代会機能
意見を反映させる仕組み等の整備
まえ、総代、総代会につ 向上策を検討する。
いてﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ誌に掲 ・１５年度ﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ
載する項目を検討する。 誌への掲載方法を
検討する。

（２）④中央機関が充実を図る個別金融機関に対する経営モニタ 信金中央金庫が分析し 右記データ等を活用 前年同様
た決算データ（経営効率 し、当金庫の現状を把
リング機能等の活用方針
分析表）等を、今後も活 握する。
用して行く。

４．地域貢献に関する情報開示等
（１）地域貢献に関する情報開示

地域貢献活動について、 ・地域貢献活動の半
住民の期待や表現方法 期開示。
について検討する。
・地域貢献活動の見
地域貢献の見直し。
直し。
開示の見直し。

進捗状況
（15年4月〜9月）

備

考 （計画の詳細）

１５年１１月末までに半期開
示すべく、準備中である。
決算監査、期中監査を実施 決算についての外部監査は実施済であるが、期中監査を毎月実施
した。
し、前年度監査における問題点の検討、自己査定関連等の監査を
当面は、現状どおりの監査 実施している。また、期末監査時に、決算監査の他に、開示の妥当
実施とする。
性等の監査を実施している。
15年上半期は具体的な検 現状の分析と評価を踏まえ、全信協が取りまとめる総代会機能向上
討は行わず、進捗なし。
策を基に対応を検討することとする。
全国信用協会による「アク
ションプログラムで要請さ
れた総代会機能向上策に
関する業界申し合わせ事
項等について」をもとにし、
15年度ディスクロジャー誌
への掲載方法を検討して行
く。
信金中央金庫が分析した 自金庫の経営課題を的確に把握するため、信金中央金庫が分析し
15年3月期の「経営効率分 た決算データ等を有効に活用する。
析表」を役員等に配布し、 信金中央金庫との連携をより一層強化し、必要に応じてアドバイスや
全国平均および関東地区 情報提供支援を受ける。
信用金庫や同規模信用金
庫と比較し当金庫の現状を
把握した。

左記取組みの継続、充 １５／３期現在の地域貢献 地域貢献活動を見直し、経済的貢献・文化的貢献・社会的貢献を行
実。
活動について、11月下旬に う社会的責任を果たし、持続的に発展が可能な地域社会づくりに貢
当金庫ホームページ上で 献する。また、その活動状況についても情報を充実させて会員や住
開示を実施する予定で作 民等による当金庫の経営内容に対する理解を得るようにし、質の高
業中である。
いリレーションシップバンキングを目指す。
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（加茂信用金庫）

３．その他関連する取組み（別紙様式２）
項
目

具体的な取組み

進捗状況（15年4月〜9月）

Ⅰ．１．（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育 融資審査のプロセスの中に財務分析だけではなく、企業の将来性・技 ・企業再生支援講座（全信協主催） １５年９月２３日〜２６日 １名参加 下期においても、全信
術力を的確に判断するプロセスを加え、その判断ができる人材を養成 協、関信協、県協会主催の研修会に参加して行く方針である。
成を目的とした研修の実施
する講座に職員を派遣する。中小企業診断士等の資格取得に規程に
より補助金を支給しを奨励する。

Ⅰ．２．（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 ほとんど実施していない状況であり、上部業界団体の研修に参加し、 上期は進捗なし。引続き、具体的取組策のとおりとする。
スキル向上を図る。

Ⅰ．３．（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペ
シャリスト）の育成を目的とした研修の実施

全信協が実施する企業再生支援講座へ融資部審査課専担者の参
加。その講座で学んだ事項を庫内研修として実施し知識の共有を図
る。
中小企業診断士、ＦＰ等の資格取得の奨励。

・１５年９月２３日〜２６日に「企業再生講座（全信協主催）」に企業再生支援担当者１名参加し
た。
・下期においても、全信協、関信協、県協会主催の研修会に参加する方針である。

法令遵守を経営上の最重要課題と位置付け、平成１２年４月に規定・ 「職員行動チェックリスト」で、全職員を対象とした自己評価の実施を１０月にする予定である。
Ⅱ．５．法令等遵守（コンプライアンス）
行員による横領事件等、金融機関と顧客等とのリレーションシッ 要領を制定し、役職員に周知徹底を図り、その後も規定を制定、改訂
して一層の充実を図っている。
プに基づく信頼関係を阻害するおそれがある問題の発生防止

（備考）別紙様式１による個別項目の計画数…２５

７

（加茂信用金庫）

