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　統合的リスク管理とは、当金庫が直面するリスクに関して、自己資本比率の算定に含まれないリスク（与信集中リスク、銀行勘
定の金利リスク等）も含めて、それぞれのリスク・カテゴリーごとに評価したリスクを総体的に捉え、当金庫の経営体力（自己資本）
と比較対照することによって、自己管理型のリスク管理を行うことをいいます。
　当金庫の統合的リスク管理は、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル･リスクを管理対象リスクとしており、
各リスクの管理部門が適切に管理するほか、リスクを総体的に捉えるために統合リスク管理委員会を定期的に開催し、適切な
リスクコントロールによる業務の健全性及び適切性の確保に努めております。

統合的リスク管理体制（平成30年4月1日現在）

信用リスク
貸出等を行っている取引先の財務状況
の悪化・倒産により資産価値が減少ない
し滅失し、損失を被るリスク

　当金庫では厳正な資産査定に基づく適切な償却・引当の実施により、貸出資産の
健全性確保に努めています。また、随時格付・自己査定システムで取得する債務者
情報に基づき、常に新たなデータにより信用リスク量を計測することで信用リスク
管理態勢の高度化を図っています。さらに、組織面では営業推進部門・審査部門を
独立させ、部門間の相互牽制を実施しています。

市場リスク
金利、為替、株式等の様々な市場のリ
スク要因の変動により資産・負債の価
値が変動し損失を被るリスク

　統合的リスク管理態勢の下、市場業務をフロント・オフィス、ミドル・オフィス、バック・
オフィスと完全分離し、相互牽制体制を確立するとともに、VaR計測等により、市場
リスク（金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等）の統合的な計量化及び銀行勘
定の金利リスクの計量化を通じ市場リスクを管理しております。

オペレーショナル・リスク
事務やシステム等通常の業務執行に関
わるミスや、事故によって引き起こされ
る損失を被るリスク

　当金庫におけるオペレーショナル・リスクは、事務リスク、システムリスク、風評リ
スクならびにその他のリスク（法務リスク、人的リスク、有形資産リスク等）を管理対
象リスクとしており、当金庫全体として総合的にオペレーショナル・リスクを特定、評価、
モニタリングし、リスクのコントロール及び削減に努めております。

主なリスク管理

統合的リスク管理態勢について

内部管理態勢について
　当金庫では、信用金庫法第３６条第５項及び同法施行規則第２３条に基づき、業務の健全性及び適切性を確保
するための基本方針として、「内部管理基本方針」を定めて、その運用・整備を定期的に検証することによって、
実効性の確保に努めています。
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さわやか信用金庫のコンプライアンス

金融商品に係る勧誘方針

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際して、下記の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ります。
1. 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の
販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商
品説明をいたします。

2. 金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいた
だきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただく
ために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

3. お客さまにとってご迷惑な時間帯や不都合な場所などで勧誘を行い
ません。

4. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる
説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の
知識の向上に努めます。

5. 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点がご
ざいましたら、窓口までお問い合わせください。

個人情報保護宣言

個人情報保護法等の法令に基づき、当金庫の個人情報保護のための下記取組みを内外に宣言しています（詳細につきましては、当金
庫ホームページまたは各営業店の掲示ポスターをご覧下さい）。
1.個人情報、特定個人情報の取得について
2.個人情報、特定個人情報の利用目的について
3.個人情報、特定個人情報の安全管理に係る基本方針について

4.個人情報、特定個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求について
5. 個人情報、特定個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の窓口につ
いて

　当金庫は、コンプライアンス態勢の充実を図る
ために、以下のとおりさまざまな施策に取り組ん
でいます。

理事会

常務会

コンプライアンス委員会

コンプライアンス管理部

営業店 本部各部門

監査部

本部コンプライアンス
担当者連絡会議

コンプライアンス
担当者会議

監事
監査法人

【コンプライアンス体制】

反社会的勢力への対応

コンプライアンスの3つの基本方針と9つの行動基準

　当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断し、当金庫の業務の
健全性および適切性を確保するため、暴力団等の反社会的勢力に対し、その活動資金を助長する金融取引を排除すべく取組みを
行っています。

反社会的勢力に対する基本方針
さわやか信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のと
おり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。
1.当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
2.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
3.当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
4. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構
築します。

5.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

（1） 私たちは、会員・お客さまそして地域社会の信頼に応えるよう、公正で
開かれた透明性のある健全な金庫をめざします。
1. お客さまのご要望に積極的に耳を傾け業務に反映させるとともに、説明責任
を十分に果たします。

2.守秘義務を果たし、情報セキュリティに万全を期します。
3.反社会的勢力には毅然と立向かい、マネー・ローンダリング等の防止に努めます。

（2） 私たちは、協同組織地域金融機関としての「社会的責任と公共的使命」を
実現するために、各自の役割と責任を認識し、果敢な実践を通じてその職務
を全うします。
4. 現状に安住せず、知識と能力を高める努力を不断に行ない、社会的責任を
果たします。

5.信用金庫の公共性を常に問い続けます。
6.地域のコミュニティ、福祉、環境に貢献し、共生に努めます。

（3） 私たちは、実効性あるコンプライアンス体制を構築し、その確保に努めます。
7.コンプライアンス違反による実績は実績としません。
8. 三ない主義（法令違反を起こさない、問題が発生したら隠さない、同じ過ちを
二度と起こさない）を徹底します。

9.相互チェック精神を必要なあらゆる局面に適用します。
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利益相反管理方針

利益相反管理方針
1. 当金庫は、当金庫および株式会社ティーエス（以下、総称して「当金庫等」といいます。）がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を
行います。

2. 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
　（１）次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
①当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
②当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
③当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を利用して行う取引

　（２）①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引

3. 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。
①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法

4. 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理
を一元的に行います。
また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。

5. 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。

　当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に
基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」といいます。）し、もってお客さ
まの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、下記の利益相反管理方針を制定・遵守しています。

金融犯罪被害からお客さまをお守りするために、以下の施策を講じています。
・ ポスター、ホームページ、声掛け等による、いわゆる「振り込め詐欺」被害等の注意喚起および窓口での被害未然防止策の実施
・ 「振り込め詐欺救済法｣に則り、コンプライアンス管理部を「お問合せ窓口」として、不正利用口座の凍結措置を含めた対応を迅速に行い、一人
でも多くの被害者の方への被害回復分配金支払に積極的に取組んでいます。
・ マネー･ローンダリング防止対策（「犯罪収益移転防止法」に対応した取引時確認の徹底・当局と連携した不正利用口座開設の排除）
・偽造･盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)及びインターネットバンキングによる不正払戻し被害への補償および注意喚起
・ATM関連対策（後方確認ミラー設置、覗き見防止フィルム貼付、衝立の拡幅・延長、盗撮カメラ等不審物に対する定期点検）
・暗証番号のセキュリティ強化（ATM画面･レシートに注意喚起表示、暗証番号表示画面のシャッフル機能化）
・ICキャッシュカードの導入及び１日あたりのキャッシュカード利用限度額の引き下げ

振り込め詐欺などの金融犯罪被害防止への取組み

金融ＡＤＲ制度への対応

苦情処理措置
当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容をホームページ、パ
ンフレット等で公表しています。

本　　部　「コンプライアンス管理部」　電話番号：03－5789－6153　フリーダイヤル：0120－308－770
受付時間　9：00～17：00（信用金庫営業日）　受付方法　電話・手紙・面談

【お申し出窓口】

紛争解決措置
当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記コンプライアンス管理部または全国しんきん相談所（９時～17時、電話：03－3517－
5825）にお申し出があれば、東京弁護士会（電話：03－3581－0031）、第一東京弁護士会（電話：03－3595－8588）、第二東京弁護士会
（電話：03－3581－2249）の仲裁センター等にお取次ぎいたします。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能で
す。なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利
な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる
方法（現地調停）や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ前記「東
京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫コンプライアンス管理部」にお尋ねください。

このほかに、証券業務に関する苦情・紛争は、当金庫が加入する日本証券業協会から紛争の解決のあっせん等の委託を受けた「特定非営利活
動法人証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」(電話：0120－64－5005）でも受け付けています。
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リスク管理債権の状況
『延滞債権について』

　延滞債権につきましては、債務者の状況により破綻
懸念先と認定した場合には、たとえ約定どおりの返済
があり延滞していないお客さまであっても、延滞債権
に含めて開示しております。

　「信用金庫法」に基づく、資産査定の結果の開示がリスク管理債権
の状況です。貸出にはお客さまが万一のとき回収不能になるという

「信用リスク」の発生が伴います。リスク管理債権の把握は、正確な
自己査定の実施が前提条件となります。具体的には、自己査定におけ
る債務者区分を、リスクの大きい方から順に、破綻先、実質破綻先、破
綻懸念先、要注意先、正常先の５区分とし、そのうち要注意先につきま
しては更に内訳として要管理先とその他要注意先とに細分いたしま
した。その上で、破綻先と実質破綻先については回収不能額の全額を
償却するとともに、回収懸念額の全額を引当計上し、破綻懸念先につ
きましては回収懸念額のうち、金融庁のガイドラインに基づく一定期
間における実績をベースにした予想損失率により算出した必要額及
びキャッシュフローによる回収可能見込額から算出した必要額等を引
当計上いたしました。
　したがいまして、信用リスクの観点から必要とされる引当金につき
ましては、必要額の全額を引当計上いたしております。
　以上の結果により、リスク管理債権の明細は次のとおりとなります。

『貸出条件緩和債権について』
　貸出条件緩和債権につきましては、通常のお取引を頂い
ているお客さまであっても、金利の減免・元金の一部減額・
棚上げまたは返済期日の延長をしたような債権につきま
して判定の対象としております。このため、個別貸出金ご
とに貸出条件緩和債権に該当するか否かを日常的に把握
できる態勢を作って厳密に対処しております。
　なお、金融検査マニュアル、監督指針等に基づいて判定
致しました結果、平成29年度末における貸出条件緩和債
権の残高は2，591百万円となっております。

（注）1.  破綻先債権とは、自己査定における破綻先に対する貸出金をいいます。
　　　● 破綻先とは、法的、形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をい

い、例えば破産、清算、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分
等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいいます。

　　2. 延滞債権とは、自己査定における実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出
金をいいます。

　　　● 実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないもの
の、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認めら
れるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいいます。

　　　● 破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、
経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が
大きいと認められる債務者をいいます。

　　3.  ３ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から
３ヵ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権、延滞債権に該当しない貸出
金をいいます。

　　4. 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建・支援を図ることを目的として、金
利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有
利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延
滞債権に該当しない貸出金のうち、経営再建計画の策定等一定の要件が満
たせないものをいいます。 

　　5. 上記各区分の開示額は、担保処分による回収見込額や既に引当てている個
別貸倒引当金を控除する前の金額であり、すべてが損失となるものではあり
ません。

6. ｢担保・保証額｣は、自己査定に基づいて算出された、預金･積金、有価証券及
び不動産等の回収確実な担保付きの貸出金、ならびに信用保証協会等の保
証、保証機関による保証付きの貸出金につきましての当該担保・保証相当の
合計額です。

　 　なお、不動産の回収確実な担保額は、不動産鑑定士等による客観性の
ある評価または不動産担保評価会社による評価等の処分可能見込額です。
　また、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権（以下両債権の総称を
｢要管理債権｣という）は該当貸出金のみですが、これに見合う担保・保証額に
つきましては、要管理債権を有する先の担保・保証額に要管理債権割合（当該
債務者における貸出金合計に対する要管理債権（該当貸出金）の割合）を乗
じて算出してあります。

7. 貸倒引当金は、破綻先債権及び延滞債権の貸出金に対しては個別に算出し
た額を、また要管理債権に対しては上記ガイドライン等に基づき算出した
額を引当計上しております。したがいまして、要管理債権の貸倒引当金につ
きましては不保全額を超す金額（保全率１００％超）となる場合があります。
　また、貸借対照表に記載した金額との比較では、個別貸倒引当金（貸借対
照表記載額2,447百万円）では貸出金以外の債権に対する引当金額が含ま
れているため、及び一般貸倒引当金（同519百万円）では正常先やその他要
注意先債権への引当金が含まれているため、少ない金額が計上されることと
なります。

8. 破綻先と実質破綻先につきまして、自己査定で回収不能と判断された債権に
つきましては直接減額処理しており、その金額は178百万円（破綻先で49
百万円、実質破綻先で129百万円）です。

＊ 記載の数値は、すべて単位未満の端数を切捨て、保全率は表示桁未満四捨五入で表示しています。

■リスク管理債権の引当・保全状況 （単位：百万円）

破綻先債権

延滞債権

3ヵ月以上延滞債権

貸出条件緩和債権

合計

287
297

30,757
27,345

99
182
2,638
2,591

287
178

25,774
22,375

94
150
1,252
1,460

0
118
2,409
2,271

3
4

100
65

100.00%
100.00%
91.63%
90.13%
99.04%
85.27%
51.29%
58.89%

残　高区　分 担保・保証額 貸倒引当金 保全率（％）

平成 28年度

平成 29 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

33,783
30,417

27,409
24,165

2,513
2,390

88.57%
87.54%
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　｢金融機能の再生のための緊急措置に関する法律｣（以下、金融再生法といいます）に基づく、資産査定の結果について開示し
ております。
　｢資産の査定｣とは、主務省令で定める基準に従い、毎年３月末日現在で、お客さまの財務内容・現況・今後の見通し等を詳細に
精査して自己査定を実施し、債務者区分を決定することによって回収不能となる危険性または価値の毀損の危険性に応じて資
産を区分することをいいます。
　金融再生法による開示債権は、貸出金以外の債権（債務保証見返・未収利息・仮払金・外国為替等）も対象とされております。

（参考：リスク管理債権の開示債権は貸出金のみとなっておりますので、その対象債権の範囲の差異を除くと、ほぼ同一の債権
を表すこととなります。）
　また、破産更生債権及びこれらに準ずる債権のうち回収不能見込額につきましては、債権額から直接減額する取扱いとして
不良債権のオフバランス化を積極的に進め、資産の健全化を図っております。
　なお、金融再生法開示債権にもとづく不良債権比率は、前期比０．４８ポイント低下し３．７１％となっています。

金融再生法開示債権

＊ 記載の数値は、すべて単位未満の端数を切捨て、比率は表示桁未満四捨五入で表示しています。

（単位：百万円）

39.59%

39.43%

100.00%

100.00%

48.17%

45.70%

7.50%

6.06%

88.58%

87.55%

100.00%

100.00%

91.15%

89.76%

53.03%

60.63%

2,532

2,467

31

126

2,396

2,270

104

70

27,443

24,183

1,937

1,188

24,158

21,384

1,347

1,611

29,976

26,651

1,969

1,314

26,554

23,655

1,452

1,681

33,841

30,442

1,969

1,314

29,133

26,353

2,738

2,774

773,784

789,133

807,625

819,575

平成 28年度

平成 29年度

平成 28年度

平成 29年度

平成 28年度

平成 29年度

平成 28年度

平成 29年度

平成 28年度

平成 29年度

平成 28年度

平成 29年度

金融再生法上
の不良債権

正常債権

合計

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

開示残高
（ａ）

区　分

保全額
（ｂ）

担保・保証等
による

回収見込額
（ｃ）

貸倒引当金
（ｄ）

保全率（％）
（ｂ）／（ａ）

引当率（％）
（ｄ）／（ａ－ｃ）

■金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況　

（注）1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、清算、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者に
対する債権及びこれらに準ずる債権（以下、破産更生債権等という）をいい、自己査定における破綻先及び実質破綻先に対する債権が該当します。

　　2. 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができ
ない可能性の高い債権をいい、自己査定における破綻懸念先に対する債権が該当します。

　　3. 要管理債権とは、自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸出金をい
います。


