
信用リスク管理
　信用リスクは、取引先の倒産や財務状況の悪化などによ
り、金融機関が損失を被るリスクのことです。当金庫では、
信用リスクを最も重要なリスクと位置付け、貸出資産の健
全性を維持するため厳格な審査体制の構築をはじめ、内部
研修の実施や外部研修への受講派遣等により職員の能力向
上を図っております。
　また、融資統合システムによる適正な担保評価など、よ
り一層の資産の適性管理に努めております。

市場リスク管理
　市場リスクは、資産（貸出・有価証券）・負債（預金）
双方の金利変動に伴う「金利リスク」、株式や債券などの価
格の変動がもたらす「価格変動リスク」、外国為替相場の
変動に伴う「為替リスク」などのことです。
　当金庫では、これらのリスクに対応するため、リスク管理
委員会を中心にして、運用、調達にかかるリスク管理に取り
組み、より健全な資産・負債のバランスを図るとともに、
収益性の向上と管理体制の充実に努めております。

流動性リスク管理
　流動性リスクには、市場の混乱等により通常より著しく不
利な価格での取引を余儀なくされることなどにより損失を被
る「市場流動性リスク」と、予期せぬ資金の流出などによ
り資金繰りがつかなかったり、通常より著しく高い金利で資
金調達を余儀なくされることなどにより損失を被る「資金繰
りリスク」があります。
　当金庫では、市場流動性の状況を的確に把握し対応する
とともに、当金庫の資金調達、運用構造に即した資金管理
に万全を期しております。

オペレーショナル・リスク管理
　オペレーショナル・リスクは、以下の6つのリスクからなり、
各リスクごとに管理体制を構築しております。

●事務リスク
　事務リスクは、事務上のミスや不正により損失を受けるリ
スクのことで、当金庫では、内部牽制組織として事務管理
部門と監査部門を設置しており、営業店に出向いての事務
指導と、営業店に対する定例的な監査を実施しております。

イ）信用リスク
①担保下落リスクと②ランクダウンリスクを合算し、信用リスクを算出しています。①と②の算出方法は以下のとお
　りです。
①担保下落リスクは破綻懸念先以下のⅡ分類額合計に地価公示価格下落率（平均）を乗じた額とします。
②ランクダウンリスクは、要管理先未保全額に破綻懸念先引当率を乗じた額と、破綻懸念先Ⅲ分類額から破綻
　懸念先引当額を減算した額の合計値としています。

ロ）金利リスク
金利リスクの計量化はＶaＲ（円貨および外貨）による方法とし、銀行勘定上の調達、運用の金利差を一定の金利
変動を想定した金利ラダ－方式によりリスク量を算出しています。

ハ）価格変動リスク
価格変動リスクは指標銘柄変動額にβ値を乗じて算出しています。

ニ）為替リスク
為替リスクは為替変動幅に保有額を乗じて算出しています。

ホ）オペレ－ショナル・リスク
オペレ－ショナル・リスクの計量化については、自己資本比率規制における算定方法の中から基礎的手法を採用し
ています。算出方法は、粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）に15％を乗じた数値を直近3年間のうち
粗利益が正の値であった年数で除して算出しています。

統合的なリスク管理における当金庫のリスク量算出方法

　統合的なリスク管理とは、直面するリスクに関して、それぞれのリスクカテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉
え、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。
　当金庫では、統合的なリスクの各リスクの限度額を年度ごとに設定し、以下の方法によりリスク量を算出し定期的
に理事会に報告するなど管理の強化に努めております。

　金融の自由化や金融技術の発展等により、金融機関の抱えるリスクは、一段と多様化、複雑化しており、金庫経営
においてもリスク管理の重要性が飛躍的に高まっております。このような金融環境のもと、リスクの正確な把握、適
切な管理・運営を通じて健全性の確保と収益力の強化を図り、業務を適正に遂行していくためには、様々なリスクを
統合的に管理することが必要であり、今後もリスク管理体制の整備と強化に取り組んでまいります。

　安定した金庫経営を維持するため
の資本であります。
　自己資本比率規制における国内基
準の最低所要自己資本は4%となっ
ておりますが、当金庫はそれを上回
る6%相当額をバッファー資本として
おります。

　統合的なリスク量3,406百万円
（令和2年3月末）のすべてが顕在
化した場合でも、総リスク量控除後
の自己資本は10,205百万円となり、
自己資本比率は、国内基準における
最低自己資本比率の4%を上回る
13.03％となっております。

バッファー資本とは統合的なリスク量（令和2年3月31日現在）
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また、日常の事務処理ミス防止のため、職員の集合研修や
事務取扱の見直し、規程の整備などを通して、事務リスク
管理の強化に努めております。

●システムリスク
　システムリスクは、コンピュ－タ－システムの障害または
誤作動、システムの不備、不正利用等により損失を被るリ
スクのことです。
　当金庫の情報資産保護のため、要領の制定や管理体制
の整備など、システムリスクの適切な管理・運営に努めて
おります。

●法務リスク
　法務リスクは、金庫業務にかかる法令や庫内規程などに
違反する行為等により、損失を被るリスクです。当金庫では、
コンプライアンス・オフィサーの養成に努め、より高度なコン
プライアンスの定着を図ると共に、統括部署によるリ－ガル
チェックなどコンプライアンス態勢の充実に努めております。

●人的リスク
　人的リスクは、人事運営上の不公平、不公正（報酬・手当・
解雇等の問題）および差別的行為（セクシャル・ハラスメ
ント等）から損失を被るリスクのことで、人事運営に係るリ
スクを適正に把握し、適切なリスク管理を行うことにより、
よりよい職場風土の醸成と職場活力の高揚を図ることを目
的としております。

●有形資産リスク
　有形資産リスクは、災害、その他の事象から生じる有形
資産の毀損、損害などから損失を被るリスクのことで、有
形資産の状況を把握し、各資産の老朽化を踏まえた防災対
策を「災害対策要領」に基づき実施することにより、リスク
の削減に努めております。

●評判リスク
　評判リスクは、顧客からみた金融機関への安心度、親密
度が損なわれることにより、金融機関の評判が低下するリ
スクのことです。業務の多様化により、お客様の金融機関
に対する評価は一段と厳しくなっていることから、モニタ－
制度や「お客様ご意見書」の導入等により金庫の評判
に関する情報の収集と対応を図っております。また、苦
情に対しては、規程やマニュアルに則り迅速に対処する
よう職員教育の徹底を図り、評判リスクの発生を未然に
防ぐとともに、当金庫への信頼の向上に努めております。
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信用リスク管理
　信用リスクは、取引先の倒産や財務状況の悪化などによ
り、金融機関が損失を被るリスクのことです。当金庫では、
信用リスクを最も重要なリスクと位置付け、貸出資産の健
全性を維持するため厳格な審査体制の構築をはじめ、内部
研修の実施や外部研修への受講派遣等により職員の能力向
上を図っております。
　また、融資統合システムによる適正な担保評価など、よ
り一層の資産の適性管理に努めております。

市場リスク管理
　市場リスクは、資産（貸出・有価証券）・負債（預金）
双方の金利変動に伴う「金利リスク」、株式や債券などの価
格の変動がもたらす「価格変動リスク」、外国為替相場の
変動に伴う「為替リスク」などのことです。
　当金庫では、これらのリスクに対応するため、リスク管理
委員会を中心にして、運用、調達にかかるリスク管理に取り
組み、より健全な資産・負債のバランスを図るとともに、
収益性の向上と管理体制の充実に努めております。

流動性リスク管理
　流動性リスクには、市場の混乱等により通常より著しく不
利な価格での取引を余儀なくされることなどにより損失を被
る「市場流動性リスク」と、予期せぬ資金の流出などによ
り資金繰りがつかなかったり、通常より著しく高い金利で資
金調達を余儀なくされることなどにより損失を被る「資金繰
りリスク」があります。
　当金庫では、市場流動性の状況を的確に把握し対応する
とともに、当金庫の資金調達、運用構造に即した資金管理
に万全を期しております。

オペレーショナル・リスク管理
　オペレーショナル・リスクは、以下の6つのリスクからなり、
各リスクごとに管理体制を構築しております。

●事務リスク
　事務リスクは、事務上のミスや不正により損失を受けるリ
スクのことで、当金庫では、内部牽制組織として事務管理
部門と監査部門を設置しており、営業店に出向いての事務
指導と、営業店に対する定例的な監査を実施しております。

イ）信用リスク
①担保下落リスクと②ランクダウンリスクを合算し、信用リスクを算出しています。①と②の算出方法は以下のとお
　りです。
①担保下落リスクは破綻懸念先以下のⅡ分類額合計に地価公示価格下落率（平均）を乗じた額とします。
②ランクダウンリスクは、要管理先未保全額に破綻懸念先引当率を乗じた額と、破綻懸念先Ⅲ分類額から破綻
　懸念先引当額を減算した額の合計値としています。

ロ）金利リスク
金利リスクの計量化はＶaＲ（円貨および外貨）による方法とし、銀行勘定上の調達、運用の金利差を一定の金利
変動を想定した金利ラダー方式によりリスク量を算出しています。

ハ）価格変動リスク
価格変動リスクは指標銘柄変動額にβ値を乗じて算出しています。

ニ）為替リスク
為替リスクは為替変動幅に保有額を乗じて算出しています。

ホ）オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクの計量化については、自己資本比率規制における算定方法の中から基礎的手法を採用
しています。算出方法は、粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）に15％を乗じた数値を直近3年間のうち
粗利益が正の値であった年数で除して算出しています。

統合的なリスク管理における当金庫のリスク量算出方法

　統合的なリスク管理とは、直面するリスクに関して、それぞれのリスクカテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉
え、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。
　当金庫では、統合的なリスクの各リスクの限度額を年度ごとに設定し、以下の方法によりリスク量を算出し定期的
に理事会に報告するなど管理の強化に努めております。

　金融の自由化や金融技術の発展等により、金融機関の抱えるリスクは、一段と多様化、複雑化しており、金庫経営
においてもリスク管理の重要性が飛躍的に高まっております。このような金融環境のもと、リスクの正確な把握、適
切な管理・運営を通じて健全性の確保と収益力の強化を図り、業務を適正に遂行していくためには、様々なリスクを
統合的に管理することが必要であり、今後もリスク管理体制の整備と強化に取り組んでまいります。

　安定した金庫経営を維持するため
の資本であります。
　自己資本比率規制における国内基
準の最低所要自己資本は4%となっ
ておりますが、当金庫はそれを上回
る6%相当額をバッファー資本として
おります。

　統合的なリスク量3,406百万円
（令和2年3月末）のすべてが顕在
化した場合でも、総リスク量控除後
の自己資本は10,205百万円となり、
自己資本比率は、国内基準における
最低自己資本比率の4%を上回る
13.03％となっております。

バッファー資本とは統合的なリスク量（令和2年3月31日現在）
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また、日常の事務処理ミス防止のため、職員の集合研修や
事務取扱の見直し、規程の整備などを通して、事務リスク
管理の強化に努めております。

●システムリスク
　システムリスクは、コンピュ－タ－システムの障害または
誤作動、システムの不備、不正利用等により損失を被るリ
スクのことです。
　当金庫の情報資産保護のため、要領の制定や管理体制
の整備など、システムリスクの適切な管理・運営に努めて
おります。

●法務リスク
　法務リスクは、金庫業務にかかる法令や庫内規程などに
違反する行為等により、損失を被るリスクです。当金庫では、
コンプライアンス・オフィサーの養成に努め、より高度なコン
プライアンスの定着を図ると共に、統括部署によるリ－ガル
チェックなどコンプライアンス態勢の充実に努めております。

●人的リスク
　人的リスクは、人事運営上の不公平、不公正（報酬・手当・
解雇等の問題）および差別的行為（セクシャル・ハラスメ
ント等）から損失を被るリスクのことで、人事運営に係るリ
スクを適正に把握し、適切なリスク管理を行うことにより、
よりよい職場風土の醸成と職場活力の高揚を図ることを目
的としております。

●有形資産リスク
　有形資産リスクは、災害、その他の事象から生じる有形
資産の毀損、損害などから損失を被るリスクのことで、有
形資産の状況を把握し、各資産の老朽化を踏まえた防災対
策を「災害対策要領」に基づき実施することにより、リスク
の削減に努めております。

●評判リスク
　評判リスクは、顧客からみた金融機関への安心度、親密
度が損なわれることにより、金融機関の評判が低下するリ
スクのことです。業務の多様化により、お客様の金融機関
に対する評価は一段と厳しくなっていることから、モニタ－
制度や「お客様ご意見書」の導入等により金庫の評判
に関する情報の収集と対応を図っております。また、苦
情に対しては、規程やマニュアルに則り迅速に対処する
よう職員教育の徹底を図り、評判リスクの発生を未然に
防ぐとともに、当金庫への信頼の向上に努めております。

バッファー資本
（自己資本比率の6％相当額）
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信用リスク管理
　信用リスクは、取引先の倒産や財務状況の悪化などによ
り、金融機関が損失を被るリスクのことです。当金庫では、
信用リスクを最も重要なリスクと位置付け、貸出資産の健
全性を維持するため厳格な審査体制の構築をはじめ、内部
研修の実施や外部研修への受講派遣等により職員の能力向
上を図っております。
　また、融資統合システムによる適正な担保評価など、よ
り一層の資産の適性管理に努めております。

市場リスク管理
　市場リスクは、資産（貸出・有価証券）・負債（預金）
双方の金利変動に伴う「金利リスク」、株式や債券などの価
格の変動がもたらす「価格変動リスク」、外国為替相場の
変動に伴う「為替リスク」などのことです。
　当金庫では、これらのリスクに対応するため、リスク管理
委員会を中心にして、運用、調達にかかるリスク管理に取り
組み、より健全な資産・負債のバランスを図るとともに、
収益性の向上と管理体制の充実に努めております。

流動性リスク管理
　流動性リスクには、市場の混乱等により通常より著しく不
利な価格での取引を余儀なくされることなどにより損失を被
る「市場流動性リスク」と、予期せぬ資金の流出などによ
り資金繰りがつかなかったり、通常より著しく高い金利で資
金調達を余儀なくされることなどにより損失を被る「資金繰
りリスク」があります。
　当金庫では、市場流動性の状況を的確に把握し対応する
とともに、当金庫の資金調達、運用構造に即した資金管理
に万全を期しております。

オペレーショナル・リスク管理
　オペレーショナル・リスクは、以下の6つのリスクからなり、
各リスクごとに管理体制を構築しております。

●事務リスク
　事務リスクは、事務上のミスや不正により損失を受けるリ
スクのことで、当金庫では、内部牽制組織として事務管理
部門と監査部門を設置しており、営業店に出向いての事務
指導と、営業店に対する定例的な監査を実施しております。

イ）信用リスク
①担保下落リスクと②ランクダウンリスクを合算し、信用リスクを算出しています。①と②の算出方法は以下のとお
　りです。
①担保下落リスクは破綻懸念先以下のⅡ分類額合計に地価公示価格下落率（平均）を乗じた額とします。
②ランクダウンリスクは、要管理先未保全額に破綻懸念先引当率を乗じた額と、破綻懸念先Ⅲ分類額から破綻
　懸念先引当額を減算した額の合計値としています。

ロ）金利リスク
金利リスクの計量化はＶaＲ（円貨および外貨）による方法とし、銀行勘定上の調達、運用の金利差を一定の金利
変動を想定した金利ラダ－方式によりリスク量を算出しています。

ハ）価格変動リスク
価格変動リスクは指標銘柄変動額にβ値を乗じて算出しています。

ニ）為替リスク
為替リスクは為替変動幅に保有額を乗じて算出しています。

ホ）オペレ－ショナル・リスク
オペレ－ショナル・リスクの計量化については、自己資本比率規制における算定方法の中から基礎的手法を採用し
ています。算出方法は、粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）に15％を乗じた数値を直近3年間のうち
粗利益が正の値であった年数で除して算出しています。

統合的なリスク管理における当金庫のリスク量算出方法

　統合的なリスク管理とは、直面するリスクに関して、それぞれのリスクカテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉
え、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。
　当金庫では、統合的なリスクの各リスクの限度額を年度ごとに設定し、以下の方法によりリスク量を算出し定期的
に理事会に報告するなど管理の強化に努めております。

　金融の自由化や金融技術の発展等により、金融機関の抱えるリスクは、一段と多様化、複雑化しており、金庫経営
においてもリスク管理の重要性が飛躍的に高まっております。このような金融環境のもと、リスクの正確な把握、適
切な管理・運営を通じて健全性の確保と収益力の強化を図り、業務を適正に遂行していくためには、様々なリスクを
統合的に管理することが必要であり、今後もリスク管理体制の整備と強化に取り組んでまいります。

　安定した金庫経営を維持するため
の資本であります。
　自己資本比率規制における国内基
準の最低所要自己資本は4%となっ
ておりますが、当金庫はそれを上回
る6%相当額をバッファー資本として
おります。

　統合的なリスク量3,406百万円
（令和2年3月末）のすべてが顕在
化した場合でも、総リスク量控除後
の自己資本は10,205百万円となり、
自己資本比率は、国内基準における
最低自己資本比率の4%を上回る
13.03％となっております。

バッファー資本とは統合的なリスク量（令和2年3月31日現在）
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また、日常の事務処理ミス防止のため、職員の集合研修や
事務取扱の見直し、規程の整備などを通して、事務リスク
管理の強化に努めております。

●システムリスク
　システムリスクは、コンピュ－タ－システムの障害または
誤作動、システムの不備、不正利用等により損失を被るリ
スクのことです。
　当金庫の情報資産保護のため、要領の制定や管理体制
の整備など、システムリスクの適切な管理・運営に努めて
おります。

●法務リスク
　法務リスクは、金庫業務にかかる法令や庫内規程などに
違反する行為等により、損失を被るリスクです。当金庫では、
コンプライアンス・オフィサーの養成に努め、より高度なコン
プライアンスの定着を図ると共に、統括部署によるリ－ガル
チェックなどコンプライアンス態勢の充実に努めております。

●人的リスク
　人的リスクは、人事運営上の不公平、不公正（報酬・手当・
解雇等の問題）および差別的行為（セクシャル・ハラスメ
ント等）から損失を被るリスクのことで、人事運営に係るリ
スクを適正に把握し、適切なリスク管理を行うことにより、
よりよい職場風土の醸成と職場活力の高揚を図ることを目
的としております。

●有形資産リスク
　有形資産リスクは、災害、その他の事象から生じる有形
資産の毀損、損害などから損失を被るリスクのことで、有
形資産の状況を把握し、各資産の老朽化を踏まえた防災対
策を「災害対策要領」に基づき実施することにより、リスク
の削減に努めております。

●評判リスク
　評判リスクは、顧客からみた金融機関への安心度、親密
度が損なわれることにより、金融機関の評判が低下するリ
スクのことです。業務の多様化により、お客様の金融機関
に対する評価は一段と厳しくなっていることから、モニタ－
制度や「お客様ご意見書」の導入等により金庫の評判
に関する情報の収集と対応を図っております。また、苦
情に対しては、規程やマニュアルに則り迅速に対処する
よう職員教育の徹底を図り、評判リスクの発生を未然に
防ぐとともに、当金庫への信頼の向上に努めております。

バッファー資本
（自己資本比率の6％相当額）

13,611
コア資本に係る基礎項目一調整項目
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