機能強化計画の進捗状況（要約）
１．１５年４月から１７年３月の全体的な進捗状況
平成15年度においては、長期不況・デフレ経済の深刻化が継続し、同胞・中小零細企業者においては、依然厳しい経営環境が続いている状況下、15年6月から16年3月まで基盤の拡大と
信頼を得る組合を目指し《ワン・ハートキャンペーン》を全店で推進致しました。 中小企業金融の再生に向けた取組みにおいては、特定業種分析、ローンレビューを通じて貸出資産の管
理水準を向上させており、健全化（ランクアップ）対象者リストを作成し債権健全化及び不良債権防止に取組みました。
健全性の確保、収益性の向上等においては、内部・外部各種研修会に積極的に参加し人材育成等職員のスキルアップを図り信用リスク管理体制の強化に努めました。
平成16年度においては、依然厳しい経済・金融経営環境の中で、これまで以上に中小零細事業者等顧客（組合員）の金融の円滑化への努力とともに、リレーションシップバンキングの機
能強化計画の実践を図るべく、健全性の確保と収益力向上、基盤の強化に向け全役職員一丸となって《ワン・ベスト(全力を尽くす)キャンペーン》を推進致しました。
中小企業金融の再生に向けた取組みにおいては、審査態勢の強化を図り、ポートフォリオの分析結果に基づいたリテール融資(小口・中口)を積極的に推進し、組合員のニーズに応えると
ともに金融機能強化及び基盤の拡大を図りました。
又、特定業種分析においては、分析資料及びチェックシートを活用しローンレビューを通じて信用リスク管理の水準を向上させており、債権健全化状況報告書を制度化し、債権の健全化・
不良債権の防止に取組んでおります。
｢与信に関する重要事項説明規程｣、｢苦情対応マニュアル｣、「個人情報保護規程」関連等の規定を制定し実施致しました。
人材育成においても、内部講習会及び各種研修会に積極的に参加し職員のスキルアップを図りました。
今期より半期開示を実施するため、作業部会を立上げ、半期情報開示を16年11月より実施致しました。 又、監査法人の会計監査導入を前提とした経営指導契約を締結し組合経営の健
全化・透明性の確保に努めております。
組合員の意見集約活動では、各地域の総代の会議及び後援会の集いを積極的に行い地域組合員のニーズと組合事業の理解を深めることが出来ました。
総じて、組合の経営環境は依然厳しいものがありますが、理事・総代の協力のもと役職員一致団結し基盤の拡大、業務の改善に努め、ペイオフ解禁拡大を控え《ワン・ベスト(全力を尽く
す)キャンペーン》推進により、収益力向上と自己資本比率の充実を図るため、同胞・組合員密着、地域密着、リテールによる基盤拡大の推進を図り、組合員の多用なニーズに応えるべく
金融面を通じて貢献に取組んでまいりました。

２．１６年１０月から１７年３月までの進捗状況
平成16年度下期においては、健全性の確保と収益力向上、基盤の強化に向け《ワン・ベスト(全力を尽くす)キャンペーン》を積極的に推進致しました。
特定業種分析、チェックシートの活用、業況把握、財務分析（モニタリング）を通じ債権の健全化・不良債権の防止に取組みました。
又、リテール融資推進を積極的に取組むとともに、審査態勢の強化にも努めております。
今期より、半期情報開示を実施するとともに、｢与信に関する重要事項説明規程｣、｢苦情対応マニュアル｣、「個人情報保護規程」 関連等の規定を制定し実施致しました。
組合員の意見集約活動では、今期、総代選挙により新たな総代を含め各地域毎総代会議を行うと共に後援会の集いを積極的に行い、組合員のニーズと組合事業の理解を深めることが
できました。

３．計画の達成状況
１．中小企業金融の再生に向けた取組み
(1)業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化
・ 特定業種先に対する分析資料及びチェックシートを活用しローンレビュー実施
・ ポートフォリオの分析に基づきリテール融資推進による積極融資及び審査態勢の強化
(2)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止のための体制整備強化並びに実績公表
・ 債権健全化対象者をリストアップし、債権健全化状況報告書を制度化、債権の健全化・不良債権の防止に取組実施
・ 取組み先43先、ランクアップ先27先、ランクアップ比率62.79％
(3)ローンレビューの徹底
・ ローンレビューの対象者の四半期ごとの報告を制度化
(4)信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用
・ 信用格付けシステムの導入検討
(5)顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能強化
・ 「重要事項説明規定」策定し説明態勢の整備を行った。又、包括根保証の禁止等保証約定書の見直しを行う。
・ 「地域金融円滑化会議」において寄せられた苦情・相談等事例等参考にコンプライアンス委員会で協議事項に取入れ、苦情・相談処理態勢の強化を図った。
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（朝銀西信用組合）

２．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
・ 適切な自己査定及び償却引当の実施を行うため、公認会計士を招き講習会を実施
・ 査定結果に基づいて、各店舗にフィードバック実施
(2) 収益管理態勢の整備と収益力の向上
・ 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制度の構築において信用格付システムの導入の検討を行った。
(3)ガバナンスの強化
・ 半期情報開示の実施を行い、情報誌の発行及びホームページへの掲載を行った。
・ 今期、総代の選挙において組合員の意見を反映させ女性を含む各層から127名(内新選出38名)の総代を選出いたしました。
・ 地域総代の会議及び組合後援会等の集いを行った。
(4)地域貢献に関する情報開示
・ 半期情報開示の実施を行い、情報誌の発行及びホームページへの掲載を行った。
・ 平成16年度において、リテール融資819件2,632百万円実施
・ 地域の組合員を対象に公演等様々な集いを行い、地域の社会貢献活動に積極的に取組みました。

４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題
中小企業金融の再生に向けた取組みにおいて、ローンレビュー実施、債権健全化対象者をリストアップし62.79％ランクアップを行い、ポートフォリオの分析に基づいた＜リテール融資＞
の積極推進等において金融面を通じて組合員の多用なニーズに一定の貢献がなされたと評価いたします。
又、健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組みおいて、資産査定、信用リスク管理の強化のため、公認会計士を招き講習会を実施し、査定結果についても各店舗にフィードバックを
行う等、資産査定の能力向上に一定の成果を上げられたと評価いたしております。
ガバナンスの強化においても、半期情報開示の実施及び監査法人の会計監査導入を前提とした経営指導契約を締結し、組合経営の健全化・透明性の確保に努めており一定の成果を上
げられたと評価いたしております。
今後の課題といたしましては、信用リスク及び収益管理態勢の強化において、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制度の構築において信用格付システムの導入を
早急に行う必要性があると思われます。
今後とも、当組合においては、地域密着型金融機関として中小企業金融の円滑化推進と経営力の強化及び組合員の利便性向上と地域に貢献できる金融機関を目指し努力致していく所
存でございます。
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（朝銀西信用組合）

５．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
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

貸出比率の高い特
定の業種に対する動
向、地域別状況など
を把握し融資審査に
反映する。特定業種
のデータ蓄積による
同業種との数値比較
による分析等を検討
する。

スケジュール
１５年度
１６年度
融資担当者講習 融資担当者
講習会6月、12
会8月、12月実
施。信用調査表 月実施。
の整備。専門家
(コンサルタント)と
の契約。特定業
種の分析表の作
成。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発
生防止のための体制整備強化並びに実績公表

進捗状況
１５年４月〜１７年３月 １６年１０月〜１７年３月

備

考

・遊技業経営に関する情報 ・１６年１１月にリテー
と経営相談が受けられる ル融資の審査能力向
様に遊技業の経営コンサ 上を図る為、融資担当
ルタント会社と提携しまし 者及び渉外係を対象
に＜リテール融資推進
た。
・遊技業経営コンサルタン 経験交流会＞を実施
トの情報提供と指導による し、リスク分散を図るた
財務分析表を作成し審査 めの融資の小口化と
態勢の強化を図りました。 融資基盤拡大の重要
・特定業種（遊技業）に対 性について認識を深め
するポートフォリオを意識し ました。
・本部による取引先の
た分析を行いました。
・遊技業の財務分析資料 業況調査を地域別に
表を１６年度より活用すべ 現地訪問し、実施しま
く１５年12月・１６年1月の した。
融資担当者講習会におい
て説明会を実施しました。
・16年4月に融資担当者講
習会を実施し、ポートフォリ
オの分析結果に基づきリ
テール融資の重要性と審
査能力の強化について講
習を行いました。
・１６年１１月にリテール融
資の審査能力向上を図る
為、融資担当者及び渉外
係を対象に＜リテール融
資推進経験交流会＞を実
施し、リスク分散を図るた
めの融資の小口化と融資
基盤拡大の重要性につい
て認識を深めました。
・本部による取引先の業況
調査を地域別に現地訪問
し、実施しました。

別紙様式３−２、３−３及び３−４参照
3

（朝銀西信用組合）

３．早期事業再生に向けた積極的取組み
４．新しい中小企業金融への取組みの強化
状況に応じて融
（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 大口5億円以上要注
デルの活用等。第三者保証の利用のあり方
意先5百万円以上の 資商品等の見直
与信先について定期 しを検討する。５
的に取引状況、信用 億円以上及び要
状態、保全状況等の 注意先５百万以
監視を行い、債権の 上の与信先に対
する定期的調査
保全を図る。
の実施による
ローンレビューの
徹底する。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用

信用格付システムの
導入を検討し、格付
システムによる信用リ
スクのデータ整備・充
実を図り、リスクに応
じた金利設定及び与
信限度の設定に活用
を検討する。

状況に応じて
融資商品の見
直しと、定期調
査の基準額の
見直しを検討
する。

・１５年3月期より、ローンレ
ビュー対象者の四半期毎
の報告を制度化している。
・15年6月にローンレビュー
作業の指導とリスク管理の
重要性について認識を深
める為、各営業店へ訪問し
店舗長及び貸付担当役席
者とヒアリングを行った。
・無担保・無保証ローン｢
ザ・サポート｣を商品開発
し、取扱いを開始した。
・16年8月に各営業店へ訪
問し、店舗長及び貸付担
当役席者とローンレビュー
の推進状況についてヒアリ
ングを行った。
・ローンレビュー報告書を１
６年１２月末日基準は１月
に作成し、２月の常任理事
会に報告した。

・１６年１２月末日基準
は１月に作成し、２月
の常任理事会に報告
した。
・１６年１２月末日現在
のローンレビュー対象
者は、２１９件(与信額
６６,１３５百万円)。

自己査定と信
用格付システ
ムの整合性を
検証し、信用
格付システム
の導入を検討
する。信用リス
クのデータ整
備・充実の検
討。信用リスク
データを活用
しリスクに応じ
た金利、与信
限度額の設定
を検討する。

・16年2月23日SKC移行後
格付システムの導入検
討。
・企業格付講座（16．6．2
〜4全信中協）2名参加。＜
内部格付制度に基づく信
用リスク管理の高度化＞
の講習（１７．２．２２融資問
題研究会）４名参加。

＜内部格付制度に基
づく信用リスク管理の
高度化＞の講習（１７．
２．２２融資問題研究
会）４名参加。
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（朝銀西信用組合）

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 各種契約書の見直し マニュアル化の
容等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備
とマニュアル化を検討 ため検討を開始
する。
する。
各種契約書の
見直しを検討す
る。
マニュアルの策
定及び周知徹
底。

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催

規程の制定
化を図る。
重要事項に
関するマニュ
アルの周知徹
底を図る。
契約書の見
直しについて
も検討。

・15年12月・16年1月に融 ・１７年３月に包括根保
資担当者講習会で重要事 証の禁止について保
証約定書の取扱い見
項説明に関する説明を
直しを行った。
行った。
・16年3月に与信に関する ・「与信に関する重要
重要事項説明規程案を作 事項説明規定」の一部
成し、16年4月28日の理事 変更については17年４
会にて承認後、5月より実 月理事会承認後、取
扱いの周知徹底を行
施した。
・１６年７月〜８月にかけて う。
融資部が支店訪問を行
い、｢与信取引に関する内
容承諾書及び契約書写し
受領書｣の受取状況を確認
し、説明態勢の強化を図る
よう周知徹底を行った。
・１７年３月に包括根保証
の禁止について保証約定
書の取扱い見直しを行い、
「与信に関する重要事項説
明規定」の一部変更を４月
理事会承認後、取扱いの
周知徹底を行う。

引続き体制 地域円滑化会議におい ・地域円滑化会議にお
地域円滑化協議会 取組体制強化
での意見を踏まえ取 の検討を行う。 の強化に努め て業界団体から、紹介され いて業界団体から、紹
た苦情・相談等実例等を参 介された苦情・相談等
る。
組体制強化の検討を
考にし、コンプライアンス委 実例等を参考にし、コ
行う。
員会で協議事項に取り入 ンプライアンス委員会
れ、苦情・相談処理態勢の で協議事項に取り入
強化を図っている。特に苦 れ、苦情・相談処理態
情相談の中では、預金関 勢の強化を図ってい
係、融資関係等があります る。
が適切に対応しておりま ・また、(平成15年12月
12日第42期第5次理事
す。
会以降現在に至るま
で）理事会ごとにコンプ
ライアンス委員長が苦
情等の対応状況につ
いても報告を行ってお
ります。
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（朝銀西信用組合）

（３）相談・苦情処理体制の強化

６．進捗状況の公表

相談、苦情処理体
制の整備強化を検討
する。｢融資問題研
究会｣の相談室を有
効的に活用し苦情処
理体制の強化を図
る。

相談・苦情処
理体制整備の検
討を行う。マ
ニュアル化の検
討を行う。

半期ごとの公表を検 ディスクロー
討する。ディスクロー ジャー誌及び
ジャー誌及びホーム ホームページに
ページに公表すること 公表することを
検討する。
を検討する。

相談、苦情
処理の受付状
況及び｢融資
問題研究会｣
の活用状況を
支店長会議に
おいてフィー
ドバックす
る。

開示予定。
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・コンプライアンス委員会
事務局(総務部）が受付担
当者となり､苦情・相談の
内容に応じて各部署が具
体的な対応を行っている。

・コンプライアンス委員
会事務局(総務部）が
受付担当者となり､苦
情・相談の内容に応じ
て各部署が具体的な
対応を行っている。
・平成16年4月26日コ
ンプライアンス委員会
の討議を経て、平成16
年4月28日第43期第1
次理事会において「苦
情対応マニュアル」の
規定について承認を得
ました｡

公表の準備を行い１
公表の準備を行い１６
年度上半期の開示を16年 ６年度上半期の開示を
16年11月に行った。
11月に行った。

（朝銀西信用組合）

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
（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施
①自己査定基準及び
償却・引当基準の厳
正な適用と債務者区
分の形式基準と実態
判断の異なる債務者
に付いては、十分な
検証を実施する。
②自己査定基準の一
部（有価証券の査定）
の見直しを平成15年
度の上期に行なう。

共通認識を
当組合顧問で
ある公認会計士 図る為の講習
の私見を聴取し 会の制度化に
自己査定基準の 努める。ＳＫＣ
一部見直しを行 の格付システ
う。自己査定結果 ムの導入の検
討を行う。
の店舗への
フィードバック及
び認識の格差の
是正を図る講習
会を実施する。１
次査定を行う前
に、自己査定の
実務、システム研
修の制度化に努
める。

・平成15年度総代会以後、
自己査定課に於いて各店
舗を訪問及び同年8月に講
習会を開催し、査定結果に
ついてフィードバックを行っ
た。
・平成15年11月(講師：柳
承煥公認会計士)一次査
定前の準備とし研修会を
開催した。
・平成16年6月「企業格付
研修会」(全信中協主催)へ
参加2名
・平成16年年6月中旬〜7
月初旬に店舗に対し査定
結果のフィードバック及び
同年11月に査定前の研修
会を実施した。

査定能力の向上に向
け16年11月に公認会
計士(高木勇氏)を講師
に招き査定前研修会
を実施し役職員の認識
格差の是正が図られ
た。

取引事例
（不動産業者
の売買事例を
含む）の情報
蓄積に努めシ
ステム評価と
比較し検証を
行い不動産担
保評価システ
ムの精度向上
に努める。

・不動産システムに関する
講習を15年8月2日融資担
当者講習において実施し
た。(現在行っている担保
評価方法と現在のシステ
ムの取扱注意点について
の講習を行った)
・不動産担保評価システム
の登録、確認作業の整備
を行った。
・不動産担保評価システム
の注意事項の講習を１６年
１１月自己査定査定講習
会において実施した。
・各営業店から担保物件
処分実績データを収集し
た。

不動産担保評価シス
テムの注意事項の講
習を１６年１１月自己査
定査定講習会におい
て実施した。 各営業店
から担保物件処分実
績データを収集した。

不動産担保評
（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精
不動産担保評価シ
度に係る厳正な検証
ステムへの理解を深 価システム講習
める講習会を実施し、 会の実施・ 新た
な担保設定につ
取扱の統一化を図
る。・ 融資部が主体と いてはシステム
なり、各営業店にお 評価と処分実績
いて、担保処分実績 （取引事例）等と
から従前の担保評価 比較し検証を行
う。
の合理性を検証す
る。・ そのために取引
事例（不動産業者の
売買事例を含む）の
収集に努め検証を高
める。
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（朝銀西信用組合）

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示

全信中協が示した
開示例を基に平成15
年3月期から実施す
る。
平成16年度より、半
期開示が出来る体制
の整備を行う。

全信中協が示し
た開示例を基に
平成15年3月期
から実施する。来
期中に、簡便な
方法等をもって半
期開示できる体
制を構築する。管
理部自己査定課
の体制強化す
る。

全信中協が示
した開示例を
基に年2回開
示できる体制
を構築する。
半期開示を実
施する。

年一回実施の自己査定
の状況から管理部自己査
定課に於いて回開示方法
を検討した結果、3月期に
於ける開示については自
己査定実施に基づいた開
示を行い9月期ついては、
全信中協が示した開示例
に基づき簡易な方法によ
る半期開示を実施する事
とした。

全信中協が示した半
期開示方法に基づき
債務者区分について
は、後発事象等、客観
的事実を反映する事と
し、算出金額について
は9月末基準の算出と
し半期開示を実施し
た。

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 信用格付システム導
格付制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等
入の検討、信用リスク
のデータ蓄積、金利
設定のための内部基
準の整備を検討す
る。

３．ガバナンスの強化
（２）①半期開示の実施

今期中に、簡便な
方法等をもって開示
できる体制を構築す
る。

ＳＫＣ移行に伴 信用格付システム導入
い、内部格付 の準備中です。
制度の構築に
着手する。信
用リスクデータ
の蓄積を検討
する。金利設
定の内部基準
見直しを検討
する。
全信中協が
全信中協から
の「信用組合の 示した開示例
情報開示に関す を基に年2回
る今後の対応に 開示できる体
制を構築す
ついて」を踏ま
え、内容・構成に る。半期開示
付いて検討を行 を実施する。
う。開示項目は上
記通知文書の開
示項目例の他、
仮決算時の貸借
対照表、損益計
算書等について
も開示対象とする
ことを検討する。
今期中に、簡便
な方法等をもって
開示できる体制
を構築する。
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信用格付システム導
入の準備中です。

１６年１１月に平成１
全信中協の開示例を参
考に主管部署で方針を定 ６年度上半期経営情
め、関連部署と検討・協議 報について、情報誌の
発行及び当組合ホー
を行った。
９月２７日該当部署の担 ムページへの掲示を
当者作業部会を開き、開 行なった｡
示項目と内容について協
議を行なった。 その結
果、１０月に各部署にて各
項目の計数等を提示し、半
期情報の開示を１１月に
行った。

（朝銀西信用組合）

地域組合員 ・平成15年度においては､ ・島根支店にて若い世
（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合 総代機能強化等の 地域組合員会
員の意見を反映させる仕組み等の整備
整備に取組み、地域 議等で活性化推 会議等で活性 地域別に総代､組合員の 代を中心とする組合員
組合員会議等で活性 進。（各種行事 化推進。（各 集いを8ヵ所で（164名)が参 の集いを平成16年7月
加し、「ワン・ーハート」キャ 11日(38名参加)行い組
種行事の開
の開催）
化推進する
ンペーンにも積極的に参 合事業に貢献しまし
催）
た。
加しました。
・平成16年度上半期につ ・平成16年度下半期も
いても「ワン・ベスト」キャン 「ワン･ベスト」キャン
ペーンに大衆的に展開し、 ペーンを積極的に展開
組合事業に大きく貢献しま し、成果を収める事が
できました。
した。
・平成16年度下半期も「ワ ・特に平成17年1月に
ン･ベスト」キャンペーンを 行われた総代選挙は
積極的に展開し、成果を収 組合の発展に寄与し、
積極的に協力してくれ
める事ができました。
・特に平成17年1月に行わ る組合員を基準とし、
れた総代選挙は組合の発 中堅層を中心とした地
展に寄与し、積極的に協 域の有力者(女性を含
力してくれる組合員を基準 む各階各層）を中心に
とし、中堅層を中心とした 127名の総代を選出し
地域の有力者(女性を含む ました。
各階各層）を中心に127名 ・総代選挙以後地域別
の総代を選出しました。総 に総代の集いを開催し
代選挙以後地域別に総代 活性化を推進しまし
の集いを開催し活性化を た。
推進しました。
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（朝銀西信用組合）

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

半期開示について
実施を検討する。16
年3月期決算以降は
毎年のディスクロー
ズ誌（ホ―ムぺ−ジ
も含む）に記載す
る。

地域のセミナ
―、各種交流会
等への参加、組
合として地域に
貢献できうる融
資案件の実施、
地域サ―ビスの
充実、社会貢献
活動等取り組ん
だものについて
開示する。

地域のセミ
ナ―、各種交
流会等への参
加、組合とし
て地域に貢献
できうる融資
案件の実施、
地域サ―ビス
の充実、社会
貢献活動等取
り組んだもの
について開示
する。
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・平成15年度地域貢献に
ついては、天満支店にて
女性後援会発足の為の
ディナーショー、福岡支店
の後援会「リボン」会発足
の為の集い、島根支店で
の健康ウォーク等の取組
を12月にホームページに
掲載した。
・平成16年上半期において
は、倉敷支店のモンラン会
旅行（15名参加）､愛媛支
店の朝銀ゴルフコンペ（13
名参加）､本店営業部モン
ラン会蒜山高原旅行（15名
参加）徳山支店開設40周
年夏まつり（112名参加）等
の取組みについて、平成
16年11月末発行のミニディ
スクロージャー誌に掲載し
ました。
・平成16年下半期において
は、倉敷支店のモンラン会
2005年新年会(27名参
加）、福岡支店50周年記念
愛のコンサート(370名参
加）等の取組について、平
成１７年8月末までに発行
するディスクロージャー誌
に掲載してまいります。

・平成15年度地域貢献
については、天満支店
にて女性後援会発足
の為のディナー
ショー、福岡支店の後
援会「リボン」会発足の
為の集い、島根支店で
の健康ウォーク等の取
組を12月にホームペー
ジに掲載した。
・平成16年上半期にお
いては、倉敷支店のモ
ンラン会旅行（15名参
加）､愛媛支店の朝銀
ゴルフコンペ（13名参
加）､本店営業部モンラ
ン会蒜山高原旅行（15
名参加）徳山支店開設
40周年夏まつり（112
名参加）等の取組みに
ついて、平成16年11月
末発行のミニディスク
ロージャー誌に掲載し
ました。
・平成16年下半期にお
いては、倉敷支店のモ
ンラン会2005年新年会
(27名参加）、福岡支店
50周年記念愛のコン
サート(370名参加）等
の取組について、平成
１７年8月末までに発行
するディスクロー
ジャー誌に掲載してま
いります。

（朝銀西信用組合）

３．その他関連する取組み（別紙様式２）
項

目

進捗状況

具体的な取組み

１５年４月〜１７年３月

１６年１０月〜１７年３月
Ⅰ-1-（2）企業の将来性や技術力を的確に評価で 講習会の定例化によって融資担当者の人材育成に努 外部講師(経営コンサルタント)を招き、リテールに １６年１１月２７〜２８日自己査定担
ついての講習により融資渉外育成及び審査担当 当者講習会を実施。
める。
きる人材の育成を目的とした研修の実施
年2回の融資担当者講習会実施。 関連機関主催の 者のスキル向上に努めた。
研修、融資問題研究会(入会済み)主催の研修会に積極 15年9月17日全信組連主催の(創業支援、事業支
参加。必要に応じて信用調査、分析に専門家との意見 援に係る取組等について)講習会に１名参加。
15年9月20日金融財政事情研究会主催の(創業
を取り入れ、審査担当者のスキルアップを図る。
企業や新事業を行なおうとする企業にたいして、事
業の将来性分析から事業計画策定までの目利き
のノウハウ伝授)講習会に１名参加。
15年12月10日・16年1月14日(融資管理担当者講
習会)を実施。
16年4月10日融資担当者講習会を実施。
16年4月15日中国ブロック信用組合協議会主催
の（融資査定診断士育成研修について）講習会に
20名参加。
16年5月24日全信中協主催の（企業再生支援講
座）講習会に1名参加。
16年6月2日全信中協主催の（企業格付講座）講
習会に2名名参加。
16年11月27〜28日自己査定担当者講習会を実
施。

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

融資部を担当部署とし、総務部との協議により協会等
平成15年7月17日中小企業総合事業団主催の
中国ブロック信用組合協議会主催｢
が開催する講座に職員派遣を検討する。
事業再生、支援活用の進め方等についての基礎 企業再生支援研修｣３名参加（１６年１
１月１８〜１９日）
知識、能力の習得講習へ２名参加。
平成15年1月19日国民生活金融公庫・商工組合
中央金庫・中小企業総合事業団主催の｢リレーショ
ンシップバンキングの機能強化計画｣に関するベン
チャー・経営革新への支援講習へ２名参加。
融資問題研究会主催の｢事例に基づいた経営改
善計画の策定と実践｣の講習に３名参加。
中国ブロック信用組合協議会主催｢融資査定診
断士育成研修｣２０名参加（16年4月15〜16日）
中国ブロック信用組合協議会主催｢企業再生支
援研修｣３名参加（16年11月18〜19日）

融資問題研究会主催｢当店におけ
Ⅰ-3-（7）企業再生支援に関する人材（ターンアラ 融資部を担当部署とし、総務部との協議により協会等 15年7月17日中小企業総合事業団主催による中
小企業再生支援担当者研修へ４名参加。
る融資推進について｣（17年2月2日）2
が開催する講座に職員派遣を検討する。
ウンド・スペシャリスト）の育成を目的とした研修の
全国信用組合中央協会主催｢企業再生支援講 名参加。
ｽｹｼﾞｭｰﾙ１５年度1５年７月１７日「中小企業再生支援
実施
座｣(16年5月24日〜27日)１名参加。
担当者研修」参加 ４名テクノサポ−ト岡山。
融資問題研究会主催｢当店における融資推進に
ついて｣（17年2月2日）2名参加。
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（朝銀西信用組合）

現在、顧問契約を結んでいる公認会計士柳承煥氏よ
り決算結果のチェックを受けている。外部監査の重要性
については認識しており、公認会計士による任意監査
の取組みを検討する。

組合経営の健全化と透明性を確保する一環とし
て、平成16年度より会計監査導入を前提とした経
営指導（監査コンサルタント）契約を太陽監査法人
と締結することになりました。（平成１６年４月１日
〜平成１７年３月３１日）（平成１７年４月１日〜平成
１８年３月３１日）

組合経営の健全化と透明性を確保す
る一環として、平成16年度より会計監
査導入を前提とした経営指導（監査コ
ンサルタント）契約を太陽監査法人と
締結することになりました。（平成１６年
４月１日〜平成１７年３月３１日）（平成
１７年４月１日〜平成１８年３月３１日）

Ⅱ-3-（2）④中央機関が充実を図る個別金融機関 「信用組合経営安定支援制度」の経営モニタリングに
よる還元資料により経営課題、今後の方針決定に活用
に対する経営モニタリング機能等の活用方針

全部署への回覧を行い、経営の参考としている。

全部署への回覧を行い、経営の参考
としている。

―内部規定の整備については事務分掌規定、嘱
託規定、組織規程、コンプライアンス（法令遵守）
組織図、賞罰規定、リスク管理委員会運営規定、
理事会規定、就業規則、自己査定基準、預金事務
取扱要領、出資金事務取扱要領、融資事務取扱
規程、貸出金利規程、理事会規程、コンプライアン
スマニュアル、コンプライアンスプログラム、役職員
行動規範、リスク管理に関する基本規程、信用リ
スク管理規定、事務リスク管理規定､流動性リスク
管理規定､市場関連リスク管理規定､リスク管理委
員会運営規定、組織規程、事務分掌規程、償却・
引当基準、システムリスク管理規定の各一部変更
を行いました。また個人情報保護法の施行に伴
い、情報セキュリテイポリシー、個人情報保護規
程、外部委託管理規程、秘密保持規定、個人デー
タの安全管理に係る基本方針、個人情報保護宣
言、個人情報に係る業務内容ならびに利用目的､
利用目的同意文、利用目的等規程の制定を行い
他の規定の見直しも推進しています。
―管理について
本部、営業店舗を含み毎月の報告「不祥事件発
覚報告書」（含むゼロ報告）、四半期コンプライアン
ス活動報告書については報告を受けております。
―人事管理について
・研修(階層別)の実施については、監事研修、職
員研修(新入職員入組式理事長の訓示)、新入職
員研修を行いました。
・人事ローテーションの実施。

―内部規定の整備については事務分
掌規定、嘱託規定、組織規程、コンプ
ライアンス（法令遵守）組織図、賞罰規
定、リスク管理委員会運営規定、理事
会規定、就業規則、自己査定基準、預
金事務取扱要領、出資金事務取扱要
領、融資事務取扱規程、貸出金利規
程、理事会規程、コンプライアンスマ
ニュアル、コンプライアンスプログラ
ム、役職員行動規範、リスク管理に関
する基本規程、信用リスク管理規定、
事務リスク管理規定､流動性リスク管
理規定､市場関連リスク管理規定､リス
ク管理委員会運営規定、組織規程、事
務分掌規程、償却・引当基準、システ
ムリスク管理規定の各一部変更を行
いました。また個人情報保護法の施行
に伴い、情報セキュリテイポリシー、個
人情報保護規程、外部委託管理規
程、秘密保持規定、個人データの安全
管理に係る基本方針、個人情報保護
宣言、個人情報に係る業務内容ならび
に利用目的､利用目的同意文、利用目
的等規程の制定を行い他の規定の見
直しも推進しています。
―管理について
本部、営業店舗を含み毎月の報告
「不祥事件発覚報告書」（含むゼロ報
告）、四半期コンプライアンス活動報告
書については報告を受けております。
―人事管理について
・研修(階層別)の実施については、監
事研修、職員研修(新入職員入組式理
事長の訓示)、新入職員研修を行いま
した。
・人事ローテーションの実施。

Ⅱ-3-（2）②外部監査の実施対象の拡大等

する。
推進態勢
融資部が内部研修の推進を行い、融資業務の改善に
活用する。
コンプライアンスマニュアル、コンプライアンスプログラ
ムに基づく「2003年度コンプライアンス推進計画」を推進
している。法令違反等問題の発生防止の見地から、法
令遵守態勢確立に今後も取組んでいく。

Ⅱ-5法令等遵守（コンプライアンス）
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（朝銀西信用組合）

