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 当行は、個人・中小企業金融を主力として地域の再生・活性化を図り、従来にも増してお客様のニーズにあった多様で良質な金融サービスをご提供する

ことで、地域に不可欠な金融機関として存在感を高め、「地域に親しまれ、信頼され、お役に立つ、地域とともに発展する銀行」を目指しています。 

  

この目的を達成するため、平成 17 年 3 月に金融庁より公表された「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム」の内容を盛り込

んだ、中期経営計画「かなぎん 21 プラン“New Wind”」（平成 17 年 4 月から平成 19 年 3 月）を策定し、また、この中期経営計画をベースに「地域密着型

金融推進計画」を策定しました。したがって、この中期経営計画は、「地域密着型金融推進計画」そのものであります。 

 

平成 17 年 4 月から平成 18 年 9 月は、これまで以上に、地域の皆さまから、信頼と評価が得られるよう、「地域密着型金融推進計画」および、「かなぎん

21 プラン“New Wind”」の達成に向けた取り組みを実施してまいりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.「地域密着型金融推進計画」について 

 

「重点強化期間」の 2 年間におい

て、当行は「地域密着型金融推進計

画」および「かなぎん 21 プラン“New 
Wind”」を着実に実行し、従来にも

増して「お客様第一主義」に徹し、

地域金融機関としての使命を全うす

る中で、法令等遵守の徹底、リスク

管理の強化を図り、健全経営を堅持

することにより皆様からの信頼を確

保できるよう努力してまいります。 

かなぎん 21 プラン

“New Wind” 

地域密着型金融 

推進計画 

◎「重点強化期間」のイメージ 

 「
地
域
に
親
し
ま
れ
、
信
頼
さ
れ
、
お
役
に
立
つ
、

地
域
と
と
も
に
発
展
す
る
銀
行
」 

当行の目指す姿 
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① 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

 

 

 

 

 

 

② 事業再生に向けた積極的取組み 

 

 

 

 

 
 
 

 

③ 担保・保証に過度に依存しない融資の推進等 

 
 
 
 

 
 

(1)事業再生・中小企業金融の円滑化 

2.項目毎の取組みの進捗状況（平成 17 年 4 月～平成 18 年 9 月） 

経営改善支援の取組み目標と実績         (表 1) 

 

 

 

重点強化期間 

（目標） 

17 年 4 月から 

18 年 9 月まで 

(中間実績) 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

経営改善支援

取組み先企業
69 先 

ランクアップ先 15 先 

 85 先

無担保・第三者保証人不要の融資商品の取扱い実績 (表 2)  

取引先企業に対する経営相談等については、税務相談を 74 回、法律相談を

75 回、経営相談を 6 回実施いたしました。取引先へのビジネスマッチングに

ついては、行内マッチング情報を 11 件発信し、4 件を成約させることができ

ました。経営改善支援につきましては、取組先 85 先のうち、19 先をランク

アップ、62 先について、ランクダウンの防止をすることができました。（表 1）
 19 先

123.2％ 

126.7％ 

事業再生支援をより一層強化するため、神奈川県中小企業再生支援協議会

へ 1 名人員を派遣しました。当行メイン先 1 社について中小企業支援協議会

の協力のもと、経営改善計画を策定することができました。また、コンサル

タントの要請や事前相談を持ち込むなど、協議会と連携し、事業再生支援の

取り組みを強化しています。 

また、経営支援能力強化研修会を実施するなど、各担当者のスキルアップ

を図っています。 

無担保・第三者保証人不要の融資商品の実績は表 2 のとおりです。これら

の商品の取扱いを強化するため、商品性の見直しを行い、一部商品の融資限

度額を引き上げるなど、担保・保証に過度に依存しない融資を積極的に取り

組んでいます。 

そのほか、中小企業の資金調達方法の多様化に対応し、CLO の実行（28 件

910 百万円）、私募債の引受け（2 件 200 百万円）を行いました。 

経営改善支援につきましては、審査部企業支援室の専担者

と営業店が連携し、取引先の企業支援に取り組んでいます。 

支援先への改善策として、①財務体質強化のためのアドバ

イス、②改善計画策定のアドバイス、③計画のフォローアッ

プ等の活動を行い、キャッシュフローの創出、債務超過の解

消等に努めランクアップを図っています。 

具体的な事例は、「4.再生支援実績の具体的事例について」

をご参照ください。 
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項 目 達成率 

項 目 件数 金額 

かなぎんビジネスサポートローン 204 件 1,906 百万円 

かなぎんスモールビジネスローン 65 件 216 百万円 

かなぎん TKC 戦略経営者ローン 8 件 60 百万円 

かなぎん商工会議所会員企業向け融資 3 件 30 百万円 

合 計 280 件 2,212 百万円 

（平成 17 年 4 月から平成 18 年 9 月の取扱い） 



  

 
 
① 収益管理体制の整備と収益力の向上 

平成 17 年 7 月、営業部門（預貸、役務）と本部部門（有価証券）に分けた部門別収益管理（業務粗利益ベース）を開始し、収益管理体制の強化を図

りました。また、営業店収益管理を容易にする手段として、「営業店管理利益計画表」を、平成 18 年下期より導入するための検討を行いました。さらに、

信用リスクに応じた貸出金利の設定を徹底していくために、信用リスクの計量化に取り組んでおります。 

 

② 法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化 

平成 17 年 7 月、機構改革を実施し、行内のコンプライアンスに関する事項を一元的に管理する部署として、新たにコンプライアンス統括部を設置し

ました。また、内部監査部門についても 、監査部員の増員や業務監査グループの新設などによる監査機能の充実・強化の体制整備を行いました。 

顧客情報の管理を強化するため、㈱かなぎんオフィスサービスを設立し、営業店が保有している債権書類等の顧客情報の一部を集中管理することとい

たしました。 

今後も、法令や社会規範の遵守の徹底、コンプライアンスマインドの醸成を図り、将来にわたり当行が、地域社会やお客様から必要とされる銀行であ

るとの高い評価を受け、その信頼に応えられるよう努力してまいります。 

 
 
 
 
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 

地域の利用者の利便性をより一層向上させるために、ATM 網を充実させることとし、具体的には、平成 17 年 12 月に、横浜銀行と提携し、相手行の ATM

を利用した場合にかかる「他行利用手数料」の無料化を実施いたしました。 

店舗についても、地域の利用者にとって更に便利になるような店舗展開を目指して、「店舗戦略 PT」を立ち上げ、店舗の計画的なリニューアルや新店

舗の検討など、どうしたら顧客のニーズに応えられるか、検討をいたしました。 

また、利用者満足度アンケートを平成 18 年 2 月に実施し、公表を行うとともに、お客様の声を踏まえて ATM の稼働時間を延長するなど、常に、お客

様の立場にたった経営を指向しています。 

 

 

(2) 経営力の強化 

(3) 地域の利用者の利便性向上 
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 地域密着型金融推進計画では、下記の計数目標を掲げ、目標達成に向け努力をしています。 

 

 

項 目 

 

目標時期 

 

目標数値 

18 年 9 月末 

(重点強化期間累

計)実績 

 

目標比(※1) 

自己資本比率 19 年 3 月末 9.00％ 以上 8.97％ △ 0.03％ 

実質業務純益（年間） 18 年度 30 億円 以上         －        － 

ROA（実質業純ベース） 18 年度 0.77％  以上 0.66％ △ 0.11％ 

OHR（実質業務粗利益ベース） 18 年度 67.20％  以下 70.59％ △ 3.39％ 

不良債権比率（金融再生法ベース） 19 年 3 月末 5％  台 5.05％    0.94％(※2) 

実稼動人員 19 年 3 月末 440 人  以下 445 人 △  5 人 

神奈川県内向け貸出金比率 19 年 3 月末 90.0％  以上 93.3％     3.3％ 

個人･中小企業向け貸出金比率 19 年 3 月末 95.0％  以上 95.6％     0.6％ 

経営改善支援取組先企業 重点強化期間 69 先 85 先 16 先 

ランクアップ先 重点強化期間 15 先 19 先     4 先 

無担保・第三者保証人不要の融資商

品の取扱い件数 

重点強化期間 420 件 280 件 △ 140 件 

CLO 取扱い件数 重点強化期間 15 件 28 件     13 件 

私募債引受 重点強化期間 2 件 2 件    0 件 

(※1) 目標対比の △ は未達 

(※2)  不良債権比率の目標比は目標を 5.99%とした数字 

 

 

3.計数目標の進捗状況について 
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事例 1 
   サービス業 A 社は、レンタルビデオ店やレンタルルーム等を事業としていましたが、近隣に同業他社が進出したことなどから、売上も

伸びず、赤字経営が続き、債務者区分は要注意先に区分されていました。 
   当行は、A 社を赤字体質から黒字体質へ変換させるため、代表者から法人への貸付金を債権放棄することにより、財務内容を改善させ

るとともに、事業内容の抜本的な見直しを提案しました。 
   A 社は、現事業を継続させることは困難であると経営者自身も認識していたため、現事業を閉鎖した後、コンビニエンスストアーの経

営に特化することを決めました。また、所有物件は賃貸することにより、毎月安定した賃料収入を得ることを図りました。 
   その結果、事業転換は成功し、駅前という立地条件の良さとともに、従業員教育に力を入れ、徹底した顧客サービスを図ったことから

来店客数、売上は順調に伸び、利益計上することができました。その結果、財務内容は良化し、キャッシュフローも確保され、正常先に

ランクアップすることができました。 
 
 事例 2 
   お弁当の製造販売を手がける B 社は、数年前より事業拡張を目的に飲食店を開業するも、景気減退の影響から、売上は減少し、赤字経

営が続き、財務内容の悪化により実質債務超過の状況となり、債務者区分は要注意先に区分されていました。 
   当行は、経費の徹底した削減、債務を一本化することにより毎月の返済額を軽減し、資金繰りを安定させることを提案しました。 

B 社は、役員報酬の大幅な削減、従業員給与の削減、保有車両の削減等、経費を圧縮したほか、営業担当者の教育を徹底し、新規受注

の増加、既存取引先の販売確保に努めました。また、飲食店をリフォームして、店のイメージアップを図り、来店客数を増加させること

に成功しました。 
   その結果、売上の減少に歯止めがかかり、利益計上ができるようになり、また、不良資産の償却を実施するなどの、財務内容の改善が

図られ、正常先へとランクアップしました。現在、B 社は資金繰りも安定し、社員の意欲も高まっています。 
 

4.再生支援実績の具体的事例について 
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銀行名 神 奈 川 銀 行
【１７～１８年度上期（１７年４月～１８年９月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分がランクアップした先数
β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 5,669 0 0

うちその他要注意先 560 60 9 48

うち要管理先 27 10 4 6

破綻懸念先 234 15 6 8

実質破綻先 81 0 0 0

破綻先 18 0 0 0

合　計 6,589 85 19 62

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は１７年４月当初時点で整理しています。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでいません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めていません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めています。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めていません。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しています。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しています。
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経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従っています。

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数



銀行名 神 奈 川 銀 行
【１８年度上期（１８年４月～１８年９月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分がランクアップした先数
β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 5,439 0 0

うちその他要注意先 590 51 4 45

うち要管理先 28 6 1 5

破綻懸念先 245 12 3 9

実質破綻先 71 0 0 0

破綻先 19 0 0 0

合　計 6,392 69 8 59

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は１８年４月当初時点で整理しています。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでいません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めていません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めています。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めていません。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しています。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しています。
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経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従っています。

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数



１．事業再生・中小企業金融の円滑化 

（１）

（２） 

①

②

③

（３） 

①

②

・再生支援事例等を第二地方銀行協会へ報告
・「要注意先債権等の健全債権化マニュアル」の改
訂実施
・第二地銀協主催の研修に参加。行内勉強会実施
・再生支援事例をディスクロージャー誌・ホーム
ページにおいて公表

・神奈川県中小企業再生支援協議会へ人員1名派遣
・中小企業再生支援協議会の協力のもと、経営改善
計画策定1件。コンサルタント要請1件。事前相談照
会11件。
・外部専門家による研修実施
・第二地銀協主催の研修に参加。行内勉強会実施
・第二地方銀行協会へ経営改善・事業再生事例を報
告・活用

計画の進捗状況

平成17年4月～平成18年9月

・「目利き研修」の実施
・国民生活金融公庫と「業務連携・協力に関する覚
書」を締結
・政府系金融機関、中小企業センター等との情報交
換実施
・商工組合中央金庫との協調投融資2件/122百万円実
行
・商工会議所女性会に参加し、会員向け融資相談会
実施

・神奈川県中小企業再生支援協議会へ人員1名派遣
・中小企業再生支援協議会の協力のもと、経営改善
計画策定1件。コンサルタント要請1件。事前相談照
会11件。
・外部専門家による研修実施
・第二地銀協主催の研修に参加。行内勉強会実施
・「要注意債権等の健全債権化マニュアル」の改訂
実施

・税務相談74回、法律相談75回、経営相談6回実施
・B-netマッチング情報　24件発信
・行内マッチング情報　　11件発信うち4件成約
・中小企業センターと情報交換実施
・ビジネスマッチング情報提供強化のためのインセ
ンティブ導入

・ディスクロージャー誌、ミニディスクロージャー
誌、ホームページ等で取組み実績公表

・中小企業センター、商工会議所等の外部機
関の活用、相談案件10件目標
・ビジネスニーズ収集力強化のため、インセ
ンティブを検討

・企業支援専担者ごとに支援先を20先程度選
定し、取組みを強化する
・神奈川県中小企業再生支援協議会への人材
派遣、具体的案件の取組み
・外部研修等によるスキルアップ
・情報交換によるノウハウの蓄積

・再生事例を第二地方銀行協会へ報告する
・再生事例のホームページでの公表
・「要注意先債権等の健全債権化マニュア
ル」の改訂
・行内研修の実施

・神奈川県中小企業再生支援協議会への人材
派遣
・外部専門家による研修、勉強会の実施等、
企業支援のスキルアップ

具体策・実施スケジュール

平成18年度

　

取組方針・目標
平成17年度

・地域密着の徹底
・地元企業の育成支援のための態勢整備
・地域経済の活性化に貢献

・「目利き研修」の実施
・融資商品の見直し
・政府系金融機関との新規開業支援に関する
協調投融資3件目標
・政府系金融機関、中小企業支援センター等
との情報交換実施

・「目利き研修」の実施
・政府系金融機関との新規開業支援に関する
連携強化
・政府系金融機関、中小企業支援センター等
との情報交換実施

・外部専門家の活用強化（コンサル機能、情
報提供機能の強化）
・ビジネスマッチング情報の収集力向上

・中小企業センター、商工会議所等の外部機
関の活用
・ビジネスニーズ収集力強化のため、インセ
ンティブを検討

・再生支援先の選定
・神奈川県中小企業再生支援協議会の積極的
活用
・政府系金融機関を含め、他金融機関との情
報交換実施

・ディスクロジャー誌(年度）、ミニディスク
ロージャー誌(中間期）、ホームページ等にお
いて取り組み実績を公表する

・再生事例を第二地方銀行協会へ報告する
・再生事例のホームページでの公表
・「要注意先債権等の健全債権化マニュア
ル」の改訂
・行内研修の実施

・再生支援の具体的な再生事例等を公表して
いく
・「要注意先債権等の健全債権化マニュア
ル」を改訂し、新たな再生手法等のノウハウ
を加えていく
・研修等で再生ノウハウの共有化を図る

・企業支援専担者ごとに支援先を20先程度選
定し、取組みを強化する
・神奈川県中小企業再生支援協議会への人材
派遣、具体的案件の取組み
・外部研修等によるスキルアップ
・情報交換によるノウハウの蓄積

事業再生に向けた積極的取組み

取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

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

「地域密着型金融推進計画」（要約版）

要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組
みの強化

健全債権化等の強化に関する実績の公表等

事業再生に向けた積極的取組み

取引先企業に対する経営相談・支援機能の強
化

創業・新事業支援機能等の強化

・中小企業再生支援協議会の活用
・債務者の実態把握を徹底し、改善計画に基
づいた支援の強化
・企業再生ノウハウの蓄積
・「要注意債権等の健全債権化マニュアル」
の改訂、活用

・神奈川県中小企業再生支援協議会への人材
派遣
・外部専門家による研修、勉強会の実施等、
企業支援のスキルアップ

・経営改善支援先数および結果について公表
していく

・ディスクロージャー誌(年度）、ミニディス
クロージャー誌(中間期）、ホームページ等に
おいて取り組み実績を公表する



計画の進捗状況

平成17年4月～平成18年9月

具体策・実施スケジュール

平成18年度
取組方針・目標

平成17年度

（４） 

①

②

（５） 

①

②

（６） 

・第二地銀協主催「再生支援能力強化研修」「経営
支援能力強化研修」「目利き能力強化研修」に行員
派遣
・行内「目利き研修」「経営支援能力強化研修」の
実施
・外部講師による「企業再生支援能力研修」の実施

・会議、勉強会、研修を実施し、与信取引に関する
顧客への説明態勢の徹底を指示した
・融資謝絶理由の分析実施
・「与信取引説明マニュアル」の制定

・「連絡記録簿」の制定、ヒアリングによる対応状
況の検証、報告書の改定等による報告態勢の強化実
施
・相談苦情処理機能強化についての説明会の実施
・オペレーショナルリスク検討会を開催し、相談・
苦情に対する対応策の検討を実施
・コンプライアンス担当者会議において、相談・苦
情の具体例・改善策を周知し、再発防止を図ってい
る
・「与信取引説明マニュアル」へ苦情につながりや
すい質問への回答例を記載

・包括根保証を廃止
・｢かなぎんビジネスサポートローン」
                           204件/1,906百万円
・｢かなぎんスモールビジネスローン」
                           65件/216百万円
・｢かなぎんＴＫＣ戦略経営者ローン」
                            8件/60百万円
・｢かなぎん商工会議所会員企業向け融資」
                            3件/30百万円
・「かなぎんビジネスサポートローン」の商品性を
見直し、融資限度額の引き上げを実施した。

・地域金融機関CLO、政令指定都市CLOに参加、28件
/910百万円実行
・私募債引受、2件/200百万円実行
・政策投資銀行との情報交換実施8回実施
・｢かなぎんビジネスサポートローン」
                           204件/1,906百万円
・｢かなぎんTKC戦略経営者ローン」
                            8件/60百万円

・｢かなぎんビジネスサポートローン」、｢か
なぎんスモールビジネスローン」・｢かなぎん
ＴＫＣ戦略経営者ローン」・｢かなぎん商工会
議所会員向け融資」の推進
・上記４商品の商品性見直し
・信用リスクデータの整備、活用

・地域金融機関CLOに参加
・私募債の引受の推進
・政策投資銀行との情報交換実施
・｢かなぎんビジネスサポートローン」、｢か
なぎんTKC戦略経営者ローン」の推進

・第二地銀協主催研修への行員派遣
・行内研修の実施

・報告もれ防止のための手順の整備
・行内研修実施
・店内勉強会の実施

・外部研修に参加し、問題解決能力の向上を
図る
・行内研修を実施し、行員全体のレベルアッ
プを図る

・定期的に地域金融機関ＣＬＯに参加
・私募債引受業務の検討

・諸会議や研修を通じて顧客への説明態勢に
関する社内規則の周知徹底を図る

・相談苦情処理の一元管理を実施し的確・迅
速に対応する
・相談苦情の原因分析を行い、改善･是正、再
発防止を図る

・第二地銀協主催研修への行員派遣
・行内研修の実施

・行内研修の実施
・店内勉強会の実施

・｢かなぎんビジネスサポートローン」、｢か
なぎんスモールビジネスローン」、｢かなぎん
ＴＫＣ戦略経営者ローン」、｢かなぎん商工会
議所会員向け融資」の推進
・上記４商品の商品性見直し
・信用リスクデータの整備、活用

・地域金融機関CLOに参加
・私募債の引受の推進
・政策投資銀行との情報交換実施
・｢かなぎんビジネスサポートローン」、｢か
なぎんTKC戦略経営者ローン」の推進

・報告もれ防止のための手順の整備
・行内研修実施
・店内勉強会の実施

・行内研修の実施
・店内勉強会の実施

・CFを重視した融資の推進
・途上与信管理の強化
・信用リスクデータの整備、活用
・スコアリングモデルの構築

担保・保証に過度に依存しない融資の推進

中小企業の資金調達手法の多様化等

顧客への説明態勢の整備

相談苦情処理機能の強化

顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の
強化

人材の育成

担保・保証に過度に依存しない融資の推進等



計画の進捗状況

平成17年4月～平成18年9月

具体策・実施スケジュール

平成18年度
取組方針・目標

平成17年度

２．経営力の強化 

（１） 

①

（２） 

①

（３） 

①

（４）

①

②

・融資支援システム「JOISS」を利用した査定の実施
・「コンプライアンス統括部」を新設し、同部を事
務局とした「オペレーショナルリスク検討会」を設
置し事象の収集を図っている
・「市場リスク管理システム」により、バンキング
勘定の市場リスクの試算開始
・部外ミドルを設置する等の機構改革実施
・市場リスク管理・流動性リスク管理の基本方針の
制定
・新BIS検討会を設置

・コンプライアンス統括部を設置し、体制整備を
図った
・全店を臨店し、職員との面談を通じコンプライア
ンス意識の浸透を図った
・各営業店において、コンプライアンス勉強会の実
施
・公益通報者保護規程の制定

・マイクロフィッシュの本部一元管理の実施
・適切な顧客情報の管理についての説明会の実施
・臨店指導の実施
・かなぎんオフィスサービスを設立し顧客情報の集
中管理を決定

・17年7月より営業店部門と本部部門の部門別管理を
実施。リスク管理常務会へ毎月報告
・CARMシステムを導入し、信用リスクデータの蓄積
を図っている
・CARMシステムとリンクした融資支援システムの運
用を開始
・営業店収益管理の把握方法として「営業店管理利
益計画表」を検討

・監査部員の増員、業務監査グループの新設等、内
部監査部門の強化の実施
・コンプライアンスに関する事項を一元的に管理す
る、コンプライアンス統括部を設置
・決算短信へのコーポレートガバナンス等を記載

・厳格な自己査定の実施、信用リスク計量化
システム「CARM」の活用
・オペレーショナルリスクの事象の集積、分
析および一元管理
・｢市場リスク管理システム」の導入、経営上
必要な自己資本額の検討
・自己資本比率や各リスク量の開示方法検討

・内部監査部門の強化
・経営方針など企業情報を開示する

・財務報告の開示についての態勢整備の実施
・新ＢＩＳ規制への対応

・コンプライアンス自己チェックリストの見
直し
・相互牽制の強化
・臨店指導の強化
・勉強会の実施

・コンプライアンス自己チェックリストの見
直し
・相互牽制の強化
・臨店指導の強化
・勉強会の実施

・信用リスク管理態勢の強化
・オペレーショナルリスク管理態勢の構築
・市場リスク管理態勢の強化
・情報開示の充実

・管理会計の整備
・適正な業績評価と業務の再構築
・信用リスクデータの蓄積
・適正金利設定のための内部基準の整備

・新基準に対応した態勢の整備・強化を行う
・内部統制システムの構築
・ガバナンスの強化

・コンプライアンスに対する態勢を強化する
・営業店に対する指導等を強化する

・個人情報に関する規程に基づき個人情報の
管理強化をはかる

・厳格な自己査定の実施、信用リスク計量化
システム「CARM」の活用
・オペレーショナルリスクの事象の集積、分
析および一元管理
・｢市場リスク管理システム」の導入、経営上
必要な自己資本額の検討
・自己資本比率や各リスク量の開示方法検討

・営業店部門と本部部門別の管理会計の検討
および営業戦略への反映
・信用リスクの計量化のためのデータ蓄積お
よび検証
・信用リスクに応じた貸出金利の設定

・営業店部門と本部部門別の管理会計の検討
および営業戦略への反映
・信用リスクの計量化のためのデータ蓄積お
よび検証
・信用リスクに応じた貸出金利の設定

・本部集中管理の検討
・内外講師による研修の実施
・店内勉強会の実施

・内外講師による研修の実施
・店内勉強会の実施

リスク管理態勢の充実

収益管理態勢の整備と収益力の向上

財務内容の適正性の確認

法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化

ガバナンスの強化

営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等

適切な顧客情報の管理・取扱いの確保

収益管理態勢の整備と収益力の向上

リスク管理態勢の充実



計画の進捗状況

平成17年4月～平成18年9月

具体策・実施スケジュール

平成18年度
取組方針・目標

平成17年度

（５）

①

３．地域の利用者の利便性向上

（１）

（３）

（４） 

４． 進捗状況の公表

・推進計画の公表実施
・進捗状況の公表実施

・利用者満足度アンケート実施。結果をホームペー
ジで公表
・「店舗戦略プロジェクトチーム」を立ち上げ、
「新店舗候補地」、「リニューアル」対策等の検討
・横浜銀行とATMの相互開放実施

・当行の地域貢献について、ディスクロージャー
誌、ミニディスクロージャー誌、ホームページで情
報開示を実施
・「かなぎん懇話会」において地域貢献について説
明実施(17年7月、18年7月）
・顧客からの質問事項等で頻度の高いものについ
て、回答事例をホームページで掲載

・横浜市地域活動推進課との連携による横浜市自治
会・町内会館整備資金融資制度の導入決定（導入時
期は18年4月）
・横浜商工会議所、日本政策投資銀行等との情報交
換実施
・地元商店街に対する、商工組合中央金庫との協調
融資実行。1件/72百万円
・㈱知財マネジメント支援機構の設立に参加

・顧客利便性（顧客保護）向上のため、偽造キャッ
シュカード対策を実施した
・一線処理システム、無人元方出納システムの全店
設置
・横浜銀行と提携し、ATMの相互開放実施
・信用リスク、市場リスク計量化のためのシステム
導入。稼動に向け準備中
・自己査定システムの導入

・利用者満足度アンケート調査を施策に反映
し、実行する

・地域貢献に関する情報開示の徹底

・顧客利便性の向上を図る
・業務の効率化を図る
・リスク管理態勢の強化を図る

・半期ごとに進捗状況取りまとめ
・地域の利用者にわかりやすい方法で公表

・半期ごとに進捗状況取りまとめ、公表する ・半期ごとに進捗状況取りまとめ、公表する

・横浜市PFI事業への参加
・地域活性化に係る取組みを強化する
・地方公共団体や商工団体等との連携強化

・利用者満足度アンケート実施
・上記結果を踏まえて実施項目を検討

・実施項目の確実な実行

・ＰＦＩ事業への取組み
・営業区域内の地域再生の動向調査実施
・関係団体との情報交換の実施

・ＰＦＩ事業への取組み
・営業区域内の地域再生の動向調査実施
・関係団体との情報交換の実施

・ＡＴＭ網の拡充
・営業店店頭体制の強化
・融資業務支援システムの検討
・計量化システムの導入、活用

・前年実績を踏まえ、引き続きＩＴの戦略的
活用を図る

・開示項目、開示方法の見直し
・回答事例のホームページ公表
・ミニディスクロージャー誌の地域貢献に関
する開示充実

・地域貢献活動内容の見直し
・ディスクロージャー誌の地域貢献に関する
開示充実

地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営
の確立

地域再生推進のための各種施策との連携等

地域貢献等に関する情報開示

ＩＴの戦略的活用

ＩＴの戦略的活用
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