地域密着型金融推進計画
アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況
項

目

具体的取組策

スケジュール
１７年度

１８年度

進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）

備

１．事業再生・中小企業金融の円滑化
（１）創業・新事業支援機能等の強化
・業種別知識の蓄積を図る（ノウハウのマニュア ・特定業種の社内研修会
ル化）。
実施。
・業種別研究の推進。
・業種別研究の実施。

・特定業種の社内研修会
実施。
・業種別研究の実施。

・「成長性評価融資制度」の取扱いによる中小企 ・「成長性評価融資制
業への資金供給。
度」の取扱申込み。
・「成長性評価融資制
度」の商品概要提案。

・「成長性評価融資制
度」の取扱い期間延長決
定の場合、継続取組。

・「成長性評価融資制度」の商品提示。
・大阪府の制度融資、国金融資の研修会実施。

・「成長性評価融資制
度」の取扱期間延長の場
合、継続取組み。
・全信組連への研修会参
加。

①融資審査態勢の強化等

②産学官の更なる連携強化等

③地域におけるベンチャー企業向け業務
に係る外部機関等との連携強化等

・「成長性評価融資制
度」の取扱申込。
・「成長性評価融資制
度」の商品概要提案。
・全信組連の研修会参
加。
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・内部人材教育、外部研修
受講等が計画通り取組め
た。
・ＰＴＳの専任及び、教育
を行い、モニタリングの強
化・取引先とのリレーショ
ンが図れた。
・パチンコ店企業再生支援
プロジェクトを発足。ＲＳ
Ｐ（リプロダクション・サ
ポート・プロジェクト）メ
ンバー２７名を選定し定期
的な売上等のモニタリング
を実施。
・全店で業種別研究を実
施。
・支援業種として特化して
いる遊技業に対する対応策
の思案及び選定先への管理
指導に取り組む。
・大阪産業振興機構との
「成長性評価融資制度」の
取扱に関する契約書を締
結。
・ 平成１８年１月より、同
制度融資を発売。
・平成１９年度も同融資制
度
の取扱期間延長し、継続取
組みを行う事を決定。
・大阪産業振興機構との
「成長性評価融資制度」の
取扱に関する契約書を締
結。
・ 平成１８年１月より、同
制度融資を発売。
・平成１９年度も同融資制
度
の取扱期間延長し、継続取
組みを行う事を決定。

・引き続き、遊技業への対
応策の思案及び管理指導に
取り組むことにより顧客と
のより一層のリレーション
シップを図る。また、融資
担当責任者へ情報を還元す
る。

・大阪産業振興機構との
「成長性評価融資制度」の
取扱い期間延長し継続取組
み。
・平成１８年
度下期には機構受付型にて
３０百万円実行。

・大阪産業振興機構との
「成長性評価融資制度」の
取扱い期間延長し継続取組
み。
・平成１８年
度下期には機構受付型にて
３０百万円実行。

近畿産業信用組合

考

項

目

具体的取組策

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
・支援先を遊技業取引先に特化し、各営業店ＰＴ
Ｓにモニタリングノウハウを習得させＰＴＳシス
テムを確立する。
・企業再生支援、人材育成等に関する外部研修に
参加する。
・取引先に対し、当組合主催の「遊技業経営者研
修会」を開催する。
・外部監査法人、遊技業専門コンサルティング会
①取引先企業に対する経営相談・支援機
社と連携を強化する。
能の強化

・各営業店ＰＴＳにモニタリング分析、キャッ
シュフロー分析等の分析力の向上と、状況を迅速
且つ的確に管理実行できる体制の整備を図る。
・営業店との連携により経営改善支援先の選定及
び支援方策を検討する。
・企業再生・人材育成等に関する外部研修に参加
する。
・外部監査法人・遊技業専門コンサルティング会
社と連携を強化する。

スケジュール
１７年度
・取引先対象研修会実
施。
・パチンコ経営者特別研
修会。
・外部業界団体主催研修
会参加。
・中小公庫の融資制度と
事業再生手法、再編・再
生手法のポイント（大阪
銀行協会主催）、地域金
融機関における新アク
ションプログラムへの対
応と事業再生の取組み
（経済法令研究会主
催）。
・営業店対象研修会実
施。
・外部業界団体主催研修
会参加。
・中小公庫の融資制度と
事業再生手法、再編・再
生手法のポイント（大阪
銀行協会主催）、地域金
融機関におけるアクショ
ンプログラムへの対応と
事業再生の取組み（経済
法令研究会主催）。

１８年度
・営業店対象研修会実
施。
・ＰＴＳ研修会。
・外部業界団体主催研修
会参加。

・内部人材教育、外部研修
受講等が計画通り取組め
た。
・ＰＴＳの専任及び、教育
を行い、モニタリングの強
化・取引先とのリレーショ
ンが図れた。
・ＲＳＰメンバー２７名を
選定し、職員向け説明会及
び、遊技業経営者向け懇談
会等を実施。
・支援業種として特化して
いる遊技業に対する対応策
の思案及び選定先への管理
指導に取り組む。

・当組合主催の遊技業セミ
ナーに参加。再生支援に向
け、情報収集を行う。
・引き続き、遊技業への対
応策の思案及び選定先への
管理指導に取り組むことに
より顧客とのより一層のリ
レーションシップを図る。

・営業店対象研修会実
施。
・ＰＴＳ研修会。
・外部業界団体主催研修
会参加。

・内部人材教育、外部研修
受講等が計画通り取組め
た。
・ＰＴＳの専任及び、教育
を行い、モニタリングの強
化・取引先とのリレーショ
ンが図れた。
・ＲＳＰメンバー２７名へ
外部研修で得た知識や情報
を還元するとともに、モニ
タリング及び取引先とのリ
レーションの強化を指導。
・当組合主催の遊技業セミ
ナーに参加。再生支援に向
け、情報収集を行う。
・Ｈ１７年度再生支援企業
先全１７件のうち
完済７件 ランクアップ１
件 ランク維持４件の結果
となった。（Ｈ１９年３月
現在）
・再生支援先企業の見直し
Ｈ１８年度再生支援企業先
全１９件 １２，０９３百
万円。
・Ｈ１７年度再生支援企業
先 全１７件のうち
完済７件 ランクアップ１
件 ランク維持４件の結果
となった。（Ｈ１９年３月
現在）
・Ｈ１８年度再生支援企業
先（見直し後） 全１９件
うち
完済１件 ランク維持１２
件の結果となった。
（Ｈ１９年３月現在）

・Ｈ１８年度再生支援企業
先 全１９件うち
完済１件 ランク維持１２
件の結果となった。
・引き続き、遊技業への対
応策の思案及び管理指導に
取り組むことにより顧客と
のより一層のリレーション
シップを図る。

②要注意先債権等の健全債権化等に向け
た取組みの強化

・経営改善支援先の選定を行い、遊技業取引先を
主体に９先、１７件、債権残高８，３９６百万円
を抽出し再生支援に取組む。
・Ｈ１８年６月に８先、１９件、債権残高１２，
０９３百万円で見直し再生支援に取組む。
③健全債権化等の強化に関する実績の公 注１）上記、先数についてはグループ数とし、件
数については債務者数とする。
表等
注２）見直し後の重複先は５先、１０件。

・経営改善支援先の抽
出、選定、モニタリング
開始。支援策の検討、改
善計画の策定。
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進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）

・営業店対象研修会実
施。
・ＰＴＳ研修会。
・外部業界団体主催研修
会参加。
・取組み実績の公表を検
討。

・Ｈ１７年度再生支援企業
先 全１７件のうち
完済３件、ランク維持６件
の結果となった。
（Ｈ１９年３月現在）
・Ｈ１８年再生支援企業先
（見直し後）
ランク維持１４件の結果と
なった。
（Ｈ１９年３月現在）
※いずれも対Ｈ１８年９月
比

備

考

全債務者２６件の
内、ランクアップ
１件、ランク維持
１１件、完済７件
となった。
※重複先は、Ｈ１
７年計画時からの
実績。

近畿産業信用組合

項

目

具体的取組策

スケジュール
１７年度

１８年度

進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）

備

（３）事業再生に向けた積極的取組み
・各営業店ＰＴＳにモニタリング分析、キャッ
シュフロー分析等の分析力を向上させ状況を迅速
且つ的確に管理実行ができる体制の整備を図る。
・支店との連携により経営改善支援先の選定及び
支援方策を検討する。
・企業再生・人材育成等に関する外部研修に参加
する。
・外部監査法人・遊技業専門コンサルティング会
社と連携を強化する。

・外部業界団体主催研修
会参加。
・中小公庫の融資制度と
事業再生手法、再編・再
生手法のポイント（大阪
銀行協会主催）、地域金
融機関における新アク
ションプログラムへの対
応と事業再生の取組み
（経済法令研究会主
催）。

・営業店対象研修会実
施。
・ＰＴＳ研修会。
・外部業界団体主催研修
会参加。
・ＤＤＳの活用手法の開
発・研究に取組む。

・内部人材教育、外部研修
受講等が計画通り取組め
た。
・ＰＴＳの専任及び、教育
を行い、モニタリングの強
化・取引先とのリレーショ
ンが図れた。
・ＲＳＰメンバー２７名を
選定し、職員向け説明会及
び、遊技業経営者向け懇談
会等を実施。
・ＤＤＳの具体的事例の取
り上げはできなかった。
・当組合主催の遊技業セミ
ナーに参加。再生支援に向
け、情報収集を行う。
・支援業種として特化して
いる遊技業に対する対応策
の思案及び選定先への管理
指導に取り組む。

・ＤＤＳの具体的事例の取
り上げはできなかった。
・当組合主催の遊技業セミ
ナーに参加。再生支援に向
け、情報収集を行う。
・引き続き、遊技業への対
応策の思案及び管理指導に
取り組むことにより顧客と
のより一層のリレーション
シップを図る。

・各営業店ＰＴＳにモニタリング分析、キャッ
シュフロー分析等の分析力を向上させ状況を迅速
且つ的確に管理実行ができる体制の整備を図る。
・支店との連携により経営改善支援先の選定及び
支援方策を検討する。
・企業再生・人材育成等に関する外部研修に参加
する。
・外部監査法人・遊技業専門コンサルティング会
社と連携を強化する。

・外部業界団体主催研修
会参加。
・中小公庫の融資制度と
事業再生手法、再編・再
生手法のポイント（大阪
銀行協会主催）、地域金
融機関における新アク
ションプログラムへの対
応と事業再生の取組み
（経済法令研究会主
催）。

・営業店対象研修会実
施。
・ＰＴＳ研修会。
・外部業界団体主催研修
会参加。

・ＰＴＳの専任及び、教育
を行い、モニタリングの強
化・取引先とのリレーショ
ンが図れた。
・今後は業界情報、業界動
向、再生事例研究等の情報
の共有及び指導を強化す
る。
・ＲＳＰメンバー２７名へ
外部研修で得た知識や情報
を還元するとともに、モニ
タリング及び取引先とのリ
レーションの強化を指導。
・当組合主催の遊技業セミ
ナーに参加。再生支援に向
け、情報収集を行う。
・支援業種として特化して
いる遊技業に対する対応策
の思案及び選定先への管理
指導に取り組む。

・当組合主催の遊技業セミ
ナーに参加。再生支援に向
け、情報収集を行う。
・引き続き、遊技業への対
応策の思案及び管理指導に
取り組むことにより顧客と
のより一層のリレーション
シップを図る。

・スコアリングモデルを
使用した融資審査体制の
取組。
・保証約定締結先の見直
しと新約定書への切替推
進。
・中小公庫買取型ＣＬＯ
への参加。

・平成１８年１月より「成
長性評価融資」の取扱開
始。
・平成１９年度も同融資制
度の取扱期間延長し、継続
取組みを行う事を決定。
・中小公庫買取型ＣＬＯ、
商品名「きんさんＣＬＯ」
の融資商品発売及び実行。

・大阪産業振興機構との
「成長性評価融資制度」の
取扱い期間延長し継続取組
み。
・平成１８年
度下期には機構受付型にて
３０百万円実行。
・中小公庫買取型ＣＬＯ、
「きんさんＣＬＯ」にて９
９５百万円実行。

①事業再生に向けた積極的取組み

②再生支援実績に関する情報開示の拡
充、再生ノウハウ共有化の一層の推進

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等
・スコアリングし、個社別の与信許容限度等の融 ・成長性評価融資制度の
資方針の検討。
商品企画立案。
・定量、定性を総合評価した審査体制検討。
・業界団体の研修会への参加。
①担保・保証に過度に依存しない融資の
推進
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近畿産業信用組合

考

項

目

具体的取組策
・業界団体の説明会・研修会への積極参加。
・「成長性評価融資制度」の制定。

スケジュール
１７年度

１８年度

進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）

・業界団体の研修会へ積
極参加。
・「成長性評価融資制
度」の取組み。
・与信総額設定の融資プ
ログラムの整備。

・与信許容限度設定及び
取組。
・「成長性評価融資制
度」の取扱い。
・中小公庫買取型ＣＬＯ
への参加。

・平成１８年１月より「成
長性評価融資」の取扱開
始。
・平成１９年度も同融資制
度の取扱期間延長し、継続
取組みを行う事を決定。
・中小公庫買取型ＣＬＯ、
商品名「きんさんＣＬＯ」
の融資商品発売及び実行。

・大阪産業振興機構との
「成長性評価融資制度」の
取扱い期間延長し継続取組
み。
・平成１８年
度下期には機構受付型にて
３０百万円実行。
・中小公庫買取型ＣＬＯ、
「きんさんＣＬＯ」にて９
９５百万円実行。

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化
・規程整備済。
・規程整備済。
・職員への研修会、勉強会等実施による説明態勢 ・制定した、マニュア
の推進、定着化。
ル、ハンドブック、解説
書等の営業店研修実施。
・営業店研修のフォロー
①顧客説明マニュアル等の内部規程の整
と進捗状況トレース。
備・営業店における実効性の確保

・規程整備済。
・制定した、マニュア
ル、ハンドブック、解説
書等の営業店研修実施。
・営業店研修のフォロー
と進捗状況トレース。

・顧客への説明態勢の整
備。
・制定したマニュアル、ハ
ンドブック、解説書等の営
業店研修実施済。
・営業店研修のフォローと
進捗状況、トレース済。
・カードローンの取扱時に
おける説明会の実施。
・「公正証書のご説明」制
定。

・「与信取引に関する顧客
への説明態勢についての報
告書」制定による実効性確
認と、実態把握・指導。
・金銭消費貸借契約証書の
説明態勢に対する継続的取
組み。
・カードローンの取扱時に
おける説明会の実施。
・「公正証書のご説明」制
定。

・各部室店への苦情等の
実例に関する情報還元の
開始。
・苦情等への対応に関す
る教育体制の強化。
・ＣＳ向上への活用の開
始。

・具体的取組策が反映され
た苦情・トラブル対応体制
へ改定し、平成17年11月よ
り運用開始。
・「総合コールセンター」
を平成17年11月に新設し、
運用開始。
・新苦情トラブル対応体制
によるデータ蓄積を開始。
・苦情トラブルの発生およ
び対応状況について、月次
にてリスク管理委員へ報告
し検証を行うとともに、発
生内容に関するデータ蓄積
を開始。
・新苦情トラブル対応体制
に基づく管理態勢の周知徹
底による対応の平準化を推
進。
・発生事案について、対応
状況の事後確認等を適時実
施し、管理の精緻化を推
進。

・発生事例に基づく研修、
再発防止先等の対応を推
進。
・業務監査部との連携強化
による対応の適正確保の推
進。
（※苦情トラブル発生時の
情報共有の推進）
（※臨店監査での苦情トラ
ブルの適正対応の検査項目
の追加）

②中小企業の資金調達手法の多様化等

・苦情等の報告、管理、対応に関する体制を以下
の目的に基づき総合的に改定。
・発生事例への管理部署と対応部署を分割し一元
管理の強化と対応力の強化を図る。
・発生事例の分析の精緻化を図る。
・苦情等に関する発生状況および分析情報の全部
室店への情報還元体制の構築。
・ＣＳへの活用体制の構築。

・本部での電話受付体制
の強化。
「総合コールセンターの
設置」
・苦情等の報告、管理、
処理のルール改定。
・「苦情・トラブル等対
応マニュアル」の総合改
定。

②苦情等実例の分析・還元
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備

近畿産業信用組合

考

項

目

具体的取組策

スケジュール
１７年度

１８年度

進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）

備

（６）人材の育成
・支援先を遊技業取引先に特化し、各営業店ＰＴ
Ｓにモニタリングノウハウを習得させＰＴＳシス
テムを確立する。
・企業再生支援・人材育成等に関する外部研修に
参加する。
・取引先に対し、当組合主催の「遊技業経営者研
修会」を開催する。

・取引先対象研修会。
・パチンコ経営者特別研
修会実施。
・外部業界団体主催研修
会参加。
・中小公庫の融資制度と
事業再生手法、再編・再
生手法のポイント（大阪
銀行協会主催）、地域金
融機関における新アク
ションプログラムへの対
応と事業再生の取組み
（経済法令研究会主
催）。
・営業店対象研修会。
・ＰＴＳ研修会。

・営業店対象研修会実
施。
・ＰＴＳ研修会。
・外部業界団体主催研修
会参加。

・内部人材教育、外部研修
受講等が計画通り取組め
た。
・ＰＴＳの専任及び、教育
を行い、モニタリングの強
化・取引先とのリレーショ
ンが図れた。
・今後は一般職員向けの
「目利き」の研修会も検
討。
・ＲＳＰメンバー２７名を
選定し、説明会を実施。月
に１度ＲＳＰ会議を開催
し、各メンバーで進捗状
況、取組実績等の情報交換
を実施。
・支援業種として特化して
いる遊技業に対する対応策
の思案及び選定先への管理
指導に取り組む。
・内外の講師による研修の
実施。（計６回）

・当組合主催の遊技業セミ
ナーに参加。再生支援に向
け、情報収集を行う。
・引き続き、遊技業への対
応策の思案及び管理指導に
取り組むことにより顧客と
のより一層のリレーション
シップを図る。また、融資
担当責任者へ情報を還元す
る。

以下のリスク管理態勢の強化を実施。
・信用リスク管理
信用格付による管理の推進
収益還元法による評価の確立
・市場関連リスク管理
市場動向の実績に基づき、当組合の資本水準と
整合するリスク限度額の設定
ＶａＲ方式によるリスク評価手法の活用
適正なリスク評価のための継続的な検証を実施
・オペレーショナルリスク管理
実績に基づくリスク評価手法を可能とするための
データ蓄積の推進。

・ＡＬＭシステム導入。
・ＡＬＭシステム活用方
法の策定。
・信用格付システムの
バージョンアップ。
・信用格付の基準策定と
試行運用の開始。
・「事務リスク管理規
程」制定。
・「システムリスク管理
規程」制定。
・余裕資金運用基準の見
直し。
・オペレーショナルリス
クに係るデータ蓄積体制
の運用開始。

・ＡＬＭシステムの運用
開始。
・収益還元法の導入試
行。
・ＶａＲ方式によるマー
ケットリスク評価の試行
開始。
・新自己資本比率規制に
基づく算出体制の確立。

・ＡＬＭシステム導入。現
在活用方法の研究・検討の
ため試行運用中。
・ＳＫＣ信用格付システム
バーションアップ。
・法人格付評価基準及びマ
ニュアル制定。
・新苦情トラブル対応体制
の運用開始とともに、「事
務リスク管理規程」及び
「システムリスク管理規
程」を制定し、オペレー
ショナルリスクの管理と
データ蓄積を開始。
・市場関連リスクに関する
有価証券等のリスク評価に
ついて、ＶａＲ方式での評
価方法に基づく余裕資金運
用方針を策定し、運用を開
始。
・担保評価について収益還
元法による評価体制を確立
し、導入に向けた各種検証
を実施。
・バーゼルⅡ作業部会を発
足し、各種研修や対応に係
る検討協議を推進。

・バーゼルⅡ関係諸計数の
試算および試算結果に基づ
く、各種対応の強化推進。
・余裕資金運用について、
平成１９年１月より、日次
でのリスクレポートの作成
とチェックをい開始。
・余裕資金運用について、
総合ＶａＲによるリスク測
定による管理対応を導入。
・経理部においてＡＬＭ担
当のための人員２名増員に
より推進強化。

①人材の育成

２．経営力の強化
（１）リスク管理態勢の充実

①リスク管理態勢の充実
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近畿産業信用組合

考

項

目

具体的取組策

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上のための取組み
・信用格付制度の導入。
・信用リスク計量化システムの導入。

スケジュール
１７年度

１８年度

進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）

・法人信用格付制度導
入。

・個人事業主格付制度導
入。

・ＳＫＣ格付システムの
バージョンアップ。
・法人格付評価基準及びマ
ニュアル制定。
・ 法人信用格付は債務者区
分との整合率が低い為、検
証作業中。

・１８年９月 第１回目の
法人格付作業完了
・個人事業主格付は、準備
作業未了につき平成１９年
上期に延期。
・法人信用格付基準は債務
者区分との相関関係の検証
中で、相関関係明瞭化まで
基準の見直しは延期。

・継続して毎月「きんさ
ん新聞」において月次業
績（速報ベース）の開
示。

・継続して毎月「きんさ
ん新聞」において月次業
績（速報ベース）の開
示。

・実施スケジュールに従
い、毎月「きんさん新聞」
において月次業績（速報
ベース）での開示を実施。
・平成１８年９月末につい
ては、主要計数についての
限定的な開示を実施し、正
式な半期開示の開始につい
ては、平成１９年度より実
施。

・実施スケジュールに従
い、毎月「きんさん新聞」
において月次業績（速報
ベース）での開示を実施。

・総代選挙の実施。総代
の選考基準や選考手続き
の透明化を図るため、継
続して厳正に選挙の手続
きを行う。
・「きんさん新聞」に
「きんさん組合員のご意
見コーナー」の掲載を継
続して実施。

・総代選挙の実施。総代
の選考基準や選考手続き
の透明化を図るため、継
続して厳正に選挙の手続
きを行う。
・「きんさん新聞」に
「きんさん組合員のご意
見コーナー」の掲載を継
続して実施。

・総代選挙規程に基づき１
７年４月、１８年４月に総
代選挙を実施。
・「きんさん新聞」に「き
んさん組合員のご意見コー
ナー」の掲載を継続して実
施。

・総代選挙規程に基づき１
８年４月に総代選挙を実
施。
・「きんさん新聞」に「き
んさん組合員のご意見コー
ナー」の掲載を継続して実
施。

①収益管理態勢の整備と収益力の向上の
ための取組み

備

（３）ガバナンスの強化
①協同組織金融機関におけるガバナンス
の向上
・今後も継続して開示を実施。内容の充実も検
討。

ア．半期開示の実施

・総代の選考基準や選考手続きの透明化を図るた
め、総代選挙通知・候補者一覧等を店頭掲示し、
組合員に広く告知を行い、厳正に選挙の手続きを
行う。
イ．総代会の機能強化に向けた取組み ・「きんさん新聞」に「きんさん組合員のご意見
コーナー」を掲載し、組合員の意見を反映させ
る。
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近畿産業信用組合

考

項

目

具体的取組策

（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化
・コンプライアンスチェックシート等による検証
制度の見直し。
・コンプライアンス違反等への対応方針の明確化
を推進。
・内部告発制度の適正運用の確立。
・コンプライアンスプログラムの適正運用。
・コンプライアンス統括部署と監査部署の連携強
化。
・外部専門家の活用推進。

スケジュール
１７年度

１８年度

・「監査マニュアル」の
制定・公開（※コンプラ
イアンス監査項目の強化
および公開）。
・「コンプラアンス管理
規程」の改定（※コンプ
ライアンス検証制度の強
化改定）。
・「コンプライアンスマ
ニュアル」の改定。

・「平成１８年度コンプ
ライアンスプログラム」
の制定。
・コンプライアンス研修
の強化推進。
・コンプライアンス監査
の推進。

・「プライバシーポリ
シー」の制定・公表等、
個人情報保護法関連の諸
対応の整備。
・情報管理に関する監
査・点検体制の運用開
始。
・シンクライアントシス
テムの導入。
・「セキュリティスタン
ダード」の強化整備。

・セキュリティスタン
ダードの集中監査・点検
の実施。
・セキュリティスタン
ダードの有効性の検証と
見直し。
・情報管理関連システム
のバージョンアップ。

①営業店に対する法令等遵守状況の点検
強化等

・情報管理の実務上の規定・マニュアル（「セ
キュリティスタンダード」）の整備による管理強
化。
・組合内使用のパソコンのシンクライアントシス
テム導入。
・セキュリティスタンダード整備作業部会による
研究・企画の推進。

②適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
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進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）
・「内部監査規程」および
「店内検査規程」を４月１
８日に改定。検証体制の適
正化および検証項目の見直
しを実施。
・「監査マニュアル」５月
より公開開始。
・「コンプライアンス管理
規程」９月２０日に改定
し、以下の規定の新設・改
定を実施。
①コンプライアンスチェッ
ク制度の導入
②コンプライアンス違反等
への対応方法の明確化
③内部告発制度の適正化
・常務会付議案件全量に関
連法令の確認と対応を記載
のうえ付議する「コンプラ
イアンスチェックルール」
導入
・法令制改定と取引の適切
性の確保を主軸とした研
修・勉強会の強化実施。
・「プライバシーポリ
シー」及び「個人情報保護
にかかる業務内容ならびに
利用目的について」４月１
日より公表。
・「外部委託及び業務提携
等管理規程」４月２８日制
定。
・「情報管理規程」７月７
日制定。
・その他、「情報管理台
帳」による管理体制推進
や、情報管理に関する各種
マニュアル類の整備を推
進。
・平成１８年３月１７日に
シンクライアントシステム
の導入を完了し、全部店で
の運用を開始。
・業務監査等による管理状
況の継続的な検証やリーガ
ルチェック制度による各種
契約における取扱い適正化
の確保等により適正な管理
の維持を推進。

備

・理事長、常勤役員による
コンプライアンス研修の強
化実施（全職員対象：計８
回）
・各種事件、事故の事例に
基づくコンプライアンス特
別研修の実施（全職員対
象：計８回）
・取引の適切性確保のため
の「独占禁止法」勉強会の
強化実施。（計５回）

・郵送物の取扱ルールの統
一と強化
・融資関係の重要書類の担
保集中センターへの管理移
行開始（平成１９年６月末
完了予定）
・金庫、書庫等の入退出管
理強化（ゾーンニング強
化）
・重要書類の使用、格納等
に関する体制強化（使用簿
の追加制定等）

近畿産業信用組合

考

項

目

具体的取組策

スケジュール
１７年度

１８年度

進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）

備

（５）ＩＴの戦略的活用
・戦略的情報系システムの拡充に軸足を置き、基
盤整備としてパソコンの整備と情報系通信ネット
ワークの再構築や営業支援用顧客データベースの
構築等、ＩＴの有効活用を図る。

・パソコンのシンクライ
アント化によるセキュリ
ティ対策・情報漏洩対
策。
・ビジネスマッチングサ
イト「あのネット」の利
用開始。
・インターネットバンキ
ングの取扱開始。

・営業・マーケティング
強化のための顧客データ
ベース構築。
・リスク管理の高度化に
伴う経営情報系システム
の研究。
・情報系通信ネットワー
クの再構築。

・パソコンのシンクライア
ント化について１７年８月
より導入作業着手し、平成
１８年３月に終了。
・情報系通信ネットワーク
の再構築終了
・１８年８月より「あの
ネット」の利用開始。
・平成１８年１２月よりイ
ンターネットバンキングの
取扱開始
・平成１９年３月の理事会
にてＳＫＣセンターへの加
盟を承認
・顧客データベースの構築
着手。

・平成１８年１２月よりイ
ンターネットバンキングの
取扱開始
・顧客データベースの構築
着手。平成１９年度より活
用予定
・平成１９年３月の理事会
にてＳＫＣセンターへの加
盟を承認。

・証券会社のシステムを活用し、ＶaＲのリスク
量を計測する。

・証券会社のシステムを
活用し、ＶａＲのリスク
量を計測する。

・ＶａＲによるリスク管
理の早期導入を検討す
る。

・市場関連リスク計量化の
方法からスタートし、Ｖａ
Ｒによるリスク額を算出
し、内部管理しています。

・証券会社の債券管理シス
テムを導入し、月次でVarを
算出し、リスク管理をより
徹底できる態勢を整備して
おります。また、１９年１
月からは、日次でVar管理を
スタートしています。

・地域金融機関として独自の資金供給を行う。
・預金者・利用者への地域貢献情報の開示。
・小口で低利な融資商品の開発、提供。

・「コミュニティーロー
ン制度」の取扱い。
・障害者・年金受給者等
への資金支援。
・実施中の情報開示の継
続。

・「コミュニティーロー
ン制度」の取扱い。
・障害者・年金受給者等
への資金支援。
・実施中の情報開示の継
続。

・「コミュニティーローン
制度」取扱い実施済。
・「経友納税会会員限定
ローン｣ 発売
・「韓国商工会議所限定
ローン」発売
・障害者、年金受給者等の
資金支援として無担保ロー
ン「おもいやり」発売。
・「飲食店限定特別ロー
ン」発売
・組合の情報開示について
は、継続実施済。

・地域の中小企業者並びに
身体障害者、年金受給者へ
の支援を行い、地域利用者
との更なる深い信頼関係
を、今後も構築していく。
・社会問題化している飲酒
運転を撲滅すべく当組合の
ＣＳＲ活動の一環として
「飲酒運転ＳＴＯＰキャン
ペーン」開始と同時に飲食
店限定ローンを発売し、地
域経済活性化に寄与。

・苦情相談等に関する総合コールセンターの体制 ・総合コールセンターの
整備を目指し、各事項に関する分析・還元・公表 体制整備。質問・相談
を行う事を目標とする。
（苦情トラブルを含む）
体制の施行開始。

・各部室店への情報還元
開始。頻度の高いもの等
についての公表を行うこ
とを目標とする。

・苦情・トラブル対応体制
を全面改定し、平成１７年
１１月より運用開始。
当該対応体制の全面改定に
合せ、顧客よりの問い合わ
せのほか、苦情等を集中的
に受付する「総合コールセ
ンター」の運用開始。
・各種広報物等における総
合コールセンターの記載等
の統一対応による浸透を推
進。

・総合コールセンターにお
ける苦情トラブル対応の強
化研修等の実施。
・ホームページの記載内容
のレビュー等を実施。

①ＩＴの戦略的活用

（６）協同組織中央機関の機能強化

①市場リスクや収益確保への対応として
の市場リスク管理体制の強化

（７）検査、監督体制
３．地域の利用者の利便性向上
（１）地域貢献等に関する情報開示

①地域貢献に関する情報開示

②充実した分かりやすい情報開示の推進
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項

目

具体的取組策

スケジュール
１７年度

（２）中小企業金融の実態に関するデータ整備
（３）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立
・「きんさん新聞」、「きんさんの日」等による ・「コミュニティーロー
情報提供と顧客ニーズ吸収。
ン制度」推進。
・「コミュニティーローン制度」の取扱い。
・「きんさんの日」等各
店感謝デーの実施。

１８年度
・「コミュニティーロー
ン制度」推進および推進
状況検証。
・各店感謝デー実施。

・きんさんの日（第３金曜
日）を各営業店で、毎月実
施。
特に上期は、決算謝恩とし
て、当日に「京野菜市」と
して先着で京野菜を無料で
配布し、好評。
・同じく、決算謝恩とし
て、ありがとうキャンペー
ンを実施。
・コミュニティローンをリ
テール融資の推進につな
げ、継続した取組みにより
地域利用者への満足度を高
めていく。
・年金倶楽部の発足及び発
足イベントの実施。

・コミュニティローン及び
飲食業者向け融資「飲食店
限定特別ローン」発売によ
りをリテール融資の推進に
向け、継続して注力してい
ます。
・年金倶楽部発足による当
組合での年金受取口座指定
顧客及び新規年金受取口座
指定顧客の反応が高く、今
後も継続取り組み方針。

・「コミュニティーロー
ン制度」推進。
・「きんさん新聞」によ
る地域情報等発信。

・「コミュニティーローン
制度」取扱い開始。
・「きんさん新聞」による
地域情報等、発信により地
域社会、利用者との交流を
図っている。

・今後、「コミュニティー
ローン制度」等により小口
融資商品を推進し、地域経
済活性化の広報支援利用。
・「コミュニティーローン
制度」の活用については、
納税団体である経友納税会
の会員限定ローンを平成１
８年度に引続き平成１９年
度も継続発売。
又、「きんさん新聞」の
継続発行により更なる地域
の利用者との連携を深め、
信頼関係の構築に役立て
る。

①地域の利用者の満足度を重視した金融
機関経営の確立

（４）地域再生推進のための各種施策との連携等
・低利な小口融資商品の開発。
・「コミュニティーロー
・ディスクロージャー誌、ＨＰ、セミナー開催に ン制度」推進。
よる情報発信。
・「きんさん新聞」によ
る地域情報等発信。

①地域再生推進のための各種施策との連
携等

進捗状況
（17年4月〜19年3月）
（18年10月〜19年3月）

備

（５）利用者等の評価に関するアンケート調査
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