
統合的リスク管理態勢の強化

近年、金融機関を取り巻く経営環境が大きく変化し、金融機関はこれまでとは比較できないほど様々なリスクにさらされるよう
になりました。こうしたなか、金融機関には、従来以上にリスクを正確に把握、分析し、適切に管理することが求められています。
当行は、経営の健全性を高める観点から、直面するリスクに関して、リスクの種類毎に評価したものを総体的に捉え、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統合的リスク管理態勢を構築するとともに、リスク計量技術の高
度化等のリスク管理方法の向上を図っています。
統合的リスク管理の具体的枠組みとしては、「リスク資本管理」を行っています。「リスク資本管理」とは、リスクの種類毎にリ
スクの許容度であるリスク資本予算を部門（国内業務部門、資金証券部門等）に配賦したうえで、各部門のリスク量が配賦額の範
囲内に収まっていることをモニタリングする管理方法です。また、リスク資本管理は、リスクテイクに見合った期待された収益が
確保されているかのモニタリングにも活用しています。
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リスク管理部署と役割 信用リスク管理

統合的リスク管理はリスク統轄部が行うほか、各種リスクに
ついては、リスクを信用リスク、市場リスク、流動性リスクお
よびオペレーショナル・リスクに分類し、それぞれの担当部が
管理しています。信用リスク、市場リスク、流動性リスクをリ
スク統轄部、また、オペレーショナル・リスクの総合的な管理
はリスク統轄部が行い、オペレーショナル・リスクのうち事務
リスクは事務統轄部、システムリスクはシステム部、法務リス
クはコンプライアンス統轄部、人的リスクは人事部、有形資産
リスクは総務部、風評リスクはリスク統轄部、アウトソーシン
グに伴うリスクは事務統轄部およびシステム部、災害等偶発事
態発生によるリスクは総務部、事務統轄部およびシステム部が
それぞれ管理しています。
また、内部監査・資産監査部署としてすべての業務部門から
独立した監査部が、内部管理態勢（金融円滑化推進管理態勢、
法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢、経営管理態勢、リスク
管理態勢）の検証を中心とした総合監査と不正事故防止を主な
目的とした現物等検査により、営業店、本部およびグループ会
社を監査しています。

「信用リスク」とは、信用供与先の財務状況の悪化等により、
資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。
貸出金の運用にあたっては、厳正な審査基準に基づく審査を

行うとともに、貸出債権の日常管理徹底のためのシステム開発
や事務手続の厳正化等により、信用リスク管理の強化に努めて
います。また、行員に対しては、融資実務の研修をきめ細かく
実施しているほか、審査部による営業店指導を通じ実践的な与
信管理の指導を行うなど、融資審査能力の一層の向上を図って
います。
また、信用リスク管理の基本方針である「信用リスク管理方

針」を定め、資産の健全性確保のための基本的スタンスならび
に信用リスクの評価、モニタリング、コントロール等の管理の
実施について明確化しています。さらに、信用リスクを客観的
に把握し、信用リスク管理の高度化を図る観点から、信用供与
先に対する「信用格付制度」を活用しています。

「信用格付制度」では、財務状況に対する定量的評価と経営環境など
に対する定性的評価等をもとに取引先毎に信用リスクを管理する個別与
信管理と、小口の事業性与信や消費性与信の信用リスクを集合的に管理
するリテール管理を行っています。
「信用格付制度」はポートフォリオ管理など信用リスク管理の基盤と
なるとともに、取引先の信用状態変化の把握や融資判断の迅速化・効率
化に活用されています。
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市場リスク管理

流動性リスク管理

オペレーショナル・リスク管理

「市場リスク」とは、金利・価格・為替等市場の変動によっ
て保有資産の価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。
当行では、市場取引方針を年度毎に決定しており、ポジショ
ン枠等の設定など一定のリスクテイクを行いながら、安定的な
収益を上げることを基本的スタンスとしています。
組織面では、当行全体の市場リスク管理部署としてリスク統
轄部を置き、また市場取引における相互牽制を図るため、業務
運営部署の資金証券部と事務管理部署の市場国際部を分離する
とともに、資金証券部内にリスク統轄部員を駐在させ、市場リ
スクの状況を管理しています。
管理態勢面では、リスクの状況について、資金証券部が日次
で担当役員に報告する一方で、リスク統轄部からも日次で担当
役員に報告しています。さらにリスク統轄部は、月次で市場取
引を含めた資産・負債全体のリスクの状況について、ALM・
収益管理委員会に報告しています。
また、市場リスク管理の基本方針として、「市場リスク管理方
針」を定め、さらにリスク管理の運営および手法等について「市
場リスク管理規定」を定めるなど、厳正な管理に努めています。

「流動性リスク」とは、銀行に対する信用力低下から、所要
資金が確保できず、資金繰りがつかなくなること、調達コスト
が著しく上昇すること等により、損失を被るリスクをいいま
す。
当行では、資金繰り管理部署および決済の管理部署として市
場国際部が当行全体の日々の資金繰りおよび資金や証券の受渡
を管理しており、また、流動性リスク管理部署としてリスク統
轄部が資金繰り管理部署および決済の管理部署の統轄、当行全
体の流動性リスクの把握を行うなど、両部署間の牽制機能を十
分発揮できる態勢を整備しています。
資金繰り管理では、日次または月次の資金繰り見通しを作成
するとともに、調達可能額や資産の流動性の把握、大口資金の
期日集中の確認などに努めています。決済の管理では、日銀ネ
ット決済等の決済制度における決済の状況および他の金融機関
等との間で行う決済の状況について管理を行っています。リス

「オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の
活動もしくはシステムが不適切であることまたは外生的な事象
により損失を被るリスクをいいます。
当行では、「オペレーショナル・リスク」を損失の発生原因

などから8つのリスク（「事務リスク」、「システムリスク」、「法
務リスク」、「人的リスク」、「有形資産リスク」、「風評リスク」、
「アウトソーシングに伴うリスク」、「災害等偶発事態発生によ
るリスク」）に分類し、それぞれの担当部が管理しています。
また、各オペレーショナル・リスクを総合的に管理するた

め、その基本方針として「オペレーショナル・リスク管理方針」
を定めるとともに、リスク統轄部をオペレーショナル・リスク
の総合的な管理部署と位置付け、適切な管理を行っています。

事務リスク管理
「事務リスク」とは、役職員が正確な事務を怠ったり、事故・
不正等を起こすことにより、損失を被るリスクをいいます。
当行は事務リスクへの対応として、事務管理体制、監査体制

の充実強化に努めています。また、事務リスク管理の基本方針
として「事務リスク管理方針」を定め、適切な事務リスクの管
理を行っています。
事務管理面では、正確・迅速な事務処理体制の向上を図るた

め、事務統轄部による臨店指導の実施、研修会の開催などを行
っています。また、監査部による総合監査についても、内部監
査機能の充実・強化を図り、事務処理状況の点検にとどまら
ず、事務リスクを含めたリスク管理態勢を総合的に監査してい
ます。

システムリスク管理
「システムリスク」とは、業務を行うために利用しているシ
ステムの取扱いに関連し、システムの障害・不正使用等によ
り、損失を被るリスクをいいます。
当行は、コンピュータシステムの安定稼働をシステムリスク

管理上の最重要課題と考え、その基本方針として「システムリ
スク管理方針」を定め、安全性と信頼性の確保に向けた取組み

ALM・収益管理委員会は、先行きの金利・相場・資金・景気動向を
予測し、その変動に伴うリスクを回避するとともに、リスク管理と収益
管理の一元化による適正な資産・負債の総合管理を踏まえ、経営の健全
性確保と収益向上の両立をはかるため、機動的に運用戦略等を検討する
ことを目的としています。各種リスク管理手法を用いて、銀行全体のリ
スク量を把握するとともに、主要勘定の動向や予算・実績の差異ならび
に収益構造等を分析し、市場リスク・流動性リスク等の対応策や収益増
強方策の検討を行っています。これらALM・収益管理委員会の審議結果
は、役員部長連絡会に報告しています。

ALM・収益管理委員会

ク管理では預金・貸出金計画の実績との乖離状況や資金ギャッ
プ分析などの管理を行っています。さらに、各管理の状況を
ALM・収益管理委員会に報告しています。
また、流動性リスク管理の基本方針として「流動性リスク管

理方針」を定め、さらに、リスク管理の運営方法等について「流
動性リスク管理規定」を、不測の事態への対応について「流動
性危機対応プラン」および「決済リスクにかかる緊急時対応プ
ラン」を定めるなど様々なケースに対応できるよう万全を期し
ています。
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を行っています。
特にオンラインシステムに関しては、万が一システム障害が
発生した場合に備え、システム機器や回線を二重化しているほ
か、大規模地震などの災害に備え、バックアップセンターを設
置するなど、安全性の確保に努めています。
さらに、システム・データ保護に関する規定等を整備し、全
役職員に対し周知徹底するとともに、その遵守状況については
監査部が定期的に監査を実施しています。
特に個人データについては、個人情報の保護に関する法律の
基本理念に従いつつ、「個人データ管理基準」を制定し、適正
な管理を行っています。
このようにハード・ソフト両面からコンピュータシステムの
信頼性をさらに向上させるべく努めています。

アウトソーシングに伴うリスク管理
「アウトソーシングに伴うリスク」とは、委託先の日常的管
理下で業務が行われるアウトソーシングにおいて、委託した業
務に対して、事務ミスやシステムトラブル等が発生し、損失を
被るリスクをいいます。
当行では、リスクの発生源が当行から委託先に振替わるなど
のアウトソーシングの特性を踏まえ、管理の基本方針として
「アウトソーシングに伴うリスク管理方針」を定め、さらに具
体的管理方法について、「アウトソーシングに伴うリスク管理
規定」を定めて適正なリスク管理を行っています。特に個人デー
タの取扱いを委託する場合は、「個人データ管理基準」に基づ
き適正な管理を行っています。
アウトソーシング開始にあたっては、チェックリストによる
評価に基づき、リスク管理部署である事務統轄部またはシステ
ム部と協議のうえ委託先を選定し、権利義務関係、機密保持等
を明示した業務委託契約を締結しています。
また、委託後においても、定期的に委託先の安全性・信頼性
等についてもモニタリングを実施しています。
また、万が一事務ミスやシステムトラブル等が発生した場合
の影響を最小限に抑えるために、代替手段の確保や緊急時対応
策の策定など万全を期しています。

その他のオペレーショナル・リスク管理
「法務リスク」、「人的リスク」、「有形資産リスク」、「風評リ
スク」、「災害等偶発事態発生によるリスク」につきましても、
リスク管理の基本方針を定めるとともに、適切な管理を行って
います。

「法務リスク」とは、法令等の遵守状況が十分でないこ
とにより損失を被るリスク、取引の法律関係に不備・不確
実な部分があることによって損失を被るリスクをいいま
す。「人的リスク」とは、人事労務上の問題等に起因して
損失を被るリスクをいいます。「有形資産リスク」とは、
災害や資産管理の瑕疵等の結果、有形資産の毀損により損
失を被るリスクをいいます。「風評リスク」とは、市場や
顧客の間における事実と異なる風評によって損失を被るリ
スクをいいます。「災害等偶発事態発生によるリスク」とは、
災害等偶発事態発生により業務に支障をきたし、損失を被
るリスクをいいます。

業務継続体制の整備

当行では、大規模地震や新型インフルエンザ、またはシステ
ム障害等の緊急事態発生時における基本的な行動原則を明確に
するため「災害等緊急時対応プラン」を策定しています。
「災害等緊急時対応プラン」では、当行が不慮の災害等によ
り損害を被り、銀行業務が通常どおり果たせなくなった場合に
おいても、金融機能の維持の観点から必要最低限の業務を継続
するため、あるいは早期に再開・復旧をはかるため「業務継続
計画」を定め、業務継続体制の整備に努めています。また、「災
害等緊急時対応プラン」の実効性を確認するため、定期的な災
害訓練や業務継続訓練を実施しているほか、東日本大震災によ
る被害を踏まえ、災害等に対する備えをより強固なものとする
見直しを実施し、当行の危機対応の強化に努めています。
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