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銀行が業務を行ううえで直面するリスクは、従来にもまして

複雑化、多様化しています。

当行では、「地域社会が健全であるためには、滋賀銀行が健全

でなければならない」というポリシーのもと、「勘や経験」に頼らな

い「合理的な尺度」を持って、リスクを正確に把握しコントロール

するために、「内部格付制度」や「統合的なリスク管理態勢」を構築

しています。

また、持続的な収益機会を追求するため、経営戦略と一体と

なったリスク管理を行う「リスク・アペタイト・フレームワーク」を

導入しています。

引き続き、これまでの取り組みを発展させ、自己責任原則をふ

まえたリスク管理能力の向上を図っていきます。

基本的な考え方

リスク・アペタイト・フレームワークとは、経営戦略や財務計画

を達成するために、進んで引き受けようとするリスクの種類と水

準を明確化し、それを共有・モニタリングするための経営管理や

リスク管理の枠組みのことをいいます。

財務計画の策定にあたっては、まず現状分析とリスク・プロファ

イルからリスク・テイク方針を導き出し、営業部門や市場部門の

戦略が整合的であることを確認します。その戦略に対して各種シ

ミュレーションを行い、目標とする収益・リスク指標などを設定し

ます。またストレス・テストにより相当のストレス下においても一

定の健全性を保つことができる計画であることを確認したうえで

資本配賦を行い、「収益・リスク・資本」のバランスを考慮していま

す。ストレス・テストは戦略が功を奏しなかった場合の対応策を導

き出すためにも利用しています。

策定した財務計画についてはモニタリングを行い、半年ごとに

リスク・テイク方針や財務計画の見直しを検討しています。これに

より「現状分析、リスク・プロファイル」→「リスク・テイク方針」→

「戦略」→「財務計画」の関連を明確化し、金融環境の変化に即応

した、積極的なリスク・テイクと適切なリスク管理、戦略を達成す

るためのPDCAサイクルを有効に機能させています。

リスク・アペタイト・フレームワーク

強靭な経営基盤

● コーポレート・ガバナンスの充実
● リスク管理体制の充実
● コンプライアンス

● BCP
● 人財育成

変化する環境への対応課　題

取り組み

目指すべき姿

4.強靭な経営基盤構築への挑戦

モニタリング・PDCAサイクル

リスク・テイク方針
積極的にテイクするリスク、抑制するリスクの明確化

財務計画

現状分析
収益性・効率性等

リスク・プロファイル

財務計画の策定プロセス

ストレス・
テスト

資本配賦

シミュレーション
収益・リスク指標

見直し

資本配賦用語解説
銀行が抱えるさまざまなリスクをVaR 等で計量化し、
リスク量に見合う資本（経済資本）を、自己資本の範囲
内でリスクの種類別、部門別等に割り当てるものです。
当行では、営業部門、市場部門を資本配賦の対象とし
ています。

戦略
リスク・テイク方針との

整合性確保

〈営業部門〉
〈市場部門〉

リスク許容水準
（バーゼル規制等）

ストレス・テストによる
リスク指標の水準確認
リスク制御方法の検討

リスク・コントロール
〈営業部門〉
〈市場部門〉
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リスク管理体制の概要
　当行では、取締役会において「リスク管理規程」を定め、管理す

べきリスクの種類を特定し、各リスク所管部の役割と責任を明確

化するとともに、リスクの管理方法について規定しています。

　加えて、戦略目標やリスクの状況に照らし、リスク・アペタイト

を明確にしたうえで、半期ごとに「リスク管理方針」を取締役会で

制定しています。

　これらのリスクやリターンの状況については、ALM委員会、常

務会、取締役会へ報告するなど、適切な運営を行っています。

統合的リスク管理
　統合的リスク管理とは、各種リスクを総体的に捉え、金融機関

の経営体力である自己資本と対比、検証することにより、適切に

リスク管理を行うことをいいます。

　当行ではこうした考え方に基づき、経営管理部がすべてのリス

クを一元的に把握・管理する体制をとっており、自己資本比率の

算定に含まれていない与信集中リスクや、銀行勘定の金利リスク

についても、これを定量的に把握・管理しています。

　オペレーショナル・リスクや風評リスクなど、統計的手法による

リスク量を計測していないリスクについては、その発生頻度や影

響額の抑制に努めています。

　また、統合的リスク管理方法のうち、各種リスクをVaR等の統

一的な尺度で計測・管理する統合リスク管理体制を構築してい

ます。

　当行では、バーゼルⅢベースの自己資本に基づき資本配賦を

実施し、①規制資本ベース（自己資本比率規制上の所要自己資

本）および②経済資本ベース（VaR等により算出したリスク量）の

両面でリスクを自己資本の範囲内にコントロールしています。

　加えて、③有価証券等の価格変動リスクを一定の範囲内にコン

トロールすることにより、資本配賦制度を適切に補完する体制を

構築しています。

VaR（バリュー・アット・リスク）
VaRとは、一定期間（例えば1年）に被る可能性のある
損失額を統計的手法で計測したものをいいます。当
行では、信頼区間99%、保有期間1年を用いて計測し
たリスク量を内部管理において使用しています。

用語解説

取締役会

ALM委員会

監査役会・監査役

内部監査報告会

監査役室

流動性
リスク

審査部

営業店・本部

リスク
統轄部署
リスク
管理部署

リスク
カテゴリー

リスク
所管部署

常務会

経営管理部

業務統轄部

オペレーショナル・リスク

市場国際部

信用
リスク

市場
リスク

システム部 経営管理部 総務部 総合企画部業務統轄部

システム・リスク 法務リスク 有形資産リスク事務リスク

風評
リスク

人事部

人的リスク

監
査
部（
内
部
監
査
部
署
）

リスク管理体制
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信用リスク管理体制
　信用リスクとは、お取引先の財務状況の悪化などにより、当行

が損失を受けるリスクをいいます。

　当行は、信用リスクをそのリスクの大きさや範囲から最も重要

性を持つリスクとして認識し、「自分の城は自分で守る」という自

己責任原則に基づき、リスクの大宗を占める信用リスクの管理体

制を確立し合理的なものさしを持ってリスクをコントロールして

いくことが、地域社会との「共存共栄」の追求に不可欠であると考

えています。

　そのためにまず、1998年12月に当行独自の「企業格付制度」

を導入し、2007年3月期からは「FIRB（基礎的内部格付手法）」を

採用しました。

FIRB（基礎的内部格付手法）を選択した理由
当行は、「自己責任原則による独自経営を貫く」との信念のもと、1998年12月にお客さまと当行が企業価値向上に向けて取り組む

ための合理的なコミュニケーション・ツールとして、独自の「企業格付制度」を導入し、以来、運営と改善を重ね、信用リスク管理の高度
化と自己資本の充実に努めてきました。
当行は、FIRBを、究極は地域社会との「共存共栄」を追求するためのツールであるとの信念に基づき、堅固な内部格付制度を構築す

ることが「自己責任」経営を貫徹するために必要不可欠と認識し、さらなるリスク管理の高度化に挑戦しています。
こうした観点から、当行は、2007年3月のバーゼルⅡ導入に際し、自己責任原則に基づく「内部格付手法」を選択し、「信用度を基軸と

した」業務運営や格付制度の運営に積極的に取り組んでおり、より一層地域社会の発展に多面的に貢献していきたいと考えています。

経営基盤強化 課題の認識
解決策検討

財務内容良化 企業価値向上

お客さま 当  行

格付制度
レベルアップ

リスクテイク
能力向上

企業価値向上

適切なリスク評価

安定的な資金供給地域経済の活性化

合理的なコミュニケーション・ツール
として格付を開示

共存共栄

格   付

地域社会の発展

格付制度の意義と目的

　企業格付は、お取引先の決算書などに基づき、統計的な格付

モデルを用いた財務分析（定量評価）を実施し、当行独自の審査

ノウハウによる定性評価を加味して、企業実態をふまえ決定し

ています。

　この企業格付制度に基づき、当行とお取引先とをつなぐ合理

的なコミュニケーション・ツールとして、お取引先に格付を開示

する「しがぎん格付コミュニケーション・サービス」および「しが

ぎん格付シミュレーション・サービス」を実施し、お取引先が抱え

ておられる課題やリスクを互いに認識して、お取引先の経営基

盤強化に向けた提案や経営改善計画策定支援に努めています。

　お取引先の財務内容などの変化は、格付制度を通じて、当行の

信用リスクの変化として反映されます。当行では、信用リスク管理

を、より的確に実施するため、単に信用リスク量の計測結果を分

析するのではなく、お取引先に生じているリスクを常に意識して、

信用リスク管理を実施しています。

　近年、経済と金融資本市場の世界規模での連関が高まっており、

当行では、グローバルベースでの複数の経済シナリオを作成し、地

域経済やお取引先への影響度を予測しています。具体的には、複

数の経済シナリオ下でのお取引先の売上高の増減率を予測し、お

取引先ごとの財務インパクトを試算しその格付変化を予想して、銀

行全体の信用リスクや自己資本比率の状況を管理しています。

 企業格付制度の概要

 信用リスク管理の概要
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　こうした取り組みを通じ、新たな価値の創出と共有を目指し、地

域社会との「共存共栄」に資する合理的なリスクコントロールによ

る信用リスク管理体制の確立に努めるとともに、リスクに対する

適正なリターンを確保するため、信用リスクに応じたプライシング

（貸出金利の設定）に積極的に取り組んでいます。

市場リスク管理体制
　市場リスクとは、金利・有価証券等の価格・為替等のさまざま

な市場のリスクファクターの変動により、保有する資産・負債の

価値が変動することで損失を被るリスクをいいます。

　当行は、市場リスクを、業務運営を行っていくうえで、市場変動

に伴う不確実性により予想外のリスクをもたらす可能性があるこ

と、またその性質上、迅速な対応を必要とすることを十分認識し、

リスクを一定の範囲内に制御したうえで、安定的な収益確保を

図っています。

　銀行全体の市場リスクについては、預金、貸出金、有価証券等

のすべての資産・負債について、半期ごとに財務計画を見直し、

期待する収益とリスクのバランスを考慮したうえで資産配分を行

うとともに、「銀行勘定の金利リスク」（アウトライヤー基準）に基

づき、金利リスク量をコントロールしています。また、リスク計測

方法は、保有するポジションの種類・規模・特性を勘案し、VaRや

感応度指標（デュレーション、BPV）等を用い、複合的に管理して

います。なお、「銀行勘定の金利リスク」については、国際的な基

準の見直しをふまえ、リスク管理体制の整備に努めています。

　有価証券等の価格変動によりもたらされる市場リスクについ

ては、その相場変動による損失によっても、銀行経営に大きな影

響を与えないように、リスク許容額等、各種限度額を設定してい

ます。具体的には、VaR等のリスク量計測手法等により限度額を

設定したものについては、そのリスク量が適切に把握されている

流動性リスク管理体制
　流動性リスクとは、必要な資金を確保できず、資金繰りに支

障をきたしたり、市場の混乱など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により損失を被るリスクをい

います。 

　当行では、流動性リスクを銀行の根源的なリスクと認識し、正

確な資金繰りの把握および安定的な調達・運用に努めるととも

に、市場の流動性を十分に注視した厳格なリスク管理を行うこと

を基本方針としています。

　また、市場国際部が資金繰り管理部門として、金融環境や資金

化が可能な流動資産残高、予想される資金流出額などの資金繰

りの状況および資金繰りに影響を及ぼすと予想される事象を日

次で把握、管理しています。加えて、リスク統轄部署である経営管

理部が日次で資金繰り管理部門の管理状況をモニタリングする

とともに、定期的に資金繰りの状況等についてALM委員会に報

告するなど、適切な流動性リスク管理に努めています。

　なお、2015年3月末から導入された流動性に係る健全性を判

断するための基準である「流動性カバレッジ比率規制」について

も適切に対応しています。

かを検証することを目的とし、バック・テスティングを行いその検

証結果についてＡＬＭ委員会に報告しています。

　組織面においては、「取引執行部門（フロント･オフィス）」と「事

務処理部門（バック・オフィス）」、「リスク管理部門（ミドル・オフィ

ス）」を分離し、相互牽制体制を確立するとともに、内部監査部署

である監査部が、関連規程や業務運営計画等の遵守状況につい

て監査を行い、監査結果について、頭取および担当役員等で構

成する内部監査報告会ならびに取締役会に報告する体制として

います。
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オペレーショナル・リスク管理体制
　オペレーショナル・リスクとは、銀行の業務上の事故やシステ

ムの不備、また地震や災害などの外的要因により、当行が損失を

被るリスクをいいます。

　当行では、「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定し、オペ

レーショナル・リスクを、 ①事務リスク  ②システム・リスク  ③法

務リスク  ④有形資産リスク  ⑤人的リスクの5つに分け、業務統

轄部において一元的に管理しています。

　事務リスクとは、不正・不祥事件、事務上の事故、事務管理体制

の不備や役職員が正確な事務を怠ること等により当行が損失を

被る、あるいは当行の信用が失墜するリスクをいいます。

　当行では、堅確な事務が信用の基本であること、ならびに情報

管理の重要性を深く認識し、事務リスクの軽減や事故・不正をな

くすため、人材育成、組織強化、規程・マニュアル類の整備、遵守

を心がけることはもちろん、日頃の事務指導や研修体制の強化

にも取り組み、事務品質の向上と牽制・検証機能の強化に努めて

います。

　当行では、自己資本比率規制に準拠したリスク管理体制を構

築し、行内で定期的にRCSA（リスクとコントロールの自己評価）※

を実施。自主的にリスクの洗い出し・評価を行っています。

　また、さらなるリスク管理の高度化に向け、リスクの制御、移

転、回避をして、リスク管理の実効性を高めるPDCAサイクルを

確立するため、オペレーショナル・リスク情報（事故データ等）の

収集・分析を行っています。

　なお、自己資本比率規制のオペレーショナル・リスク相当額の

算出には、「粗利益配分手法」を採用しています。

　システム・リスクとは、コンピュータシステムのダウン、誤作

動、不備、あるいはコンピュータシステムが不正使用されること

などにより、お客さまや銀行が損失を被るリスクをいいます。

　当行では、震災時でもシステムセンター機能が維持できる免

震構造で、かつ最大72時間の自家発電能力のある事務棟とと

もに、東西で最新機能を備え相互バックアップが可能なデータ

※RCSA（リスクとコントロールの自己評価）とは…Risk & Control Self-Assessmentの
略。あらゆる業務プロセス、システムおよび有形資産等に内在するリスクを特定し、管理を
行ってもなお残存するリスクを評価・把握したうえで、必要な削減策を策定し実行していく
自律的なリスク管理の手法。

風評リスク管理体制
　風評リスクとは、種々の異常事態の発生時に起因する風評や

噂により、当行の信用が毀損され、有形・無形の不測の損失を被

るリスクをいいます。

　当行では、「風評リスク管理規程」を定め、風評の原因となる

異常事態発生等の未然防止に努めています。

 事務リスク管理

 システム・リスク管理

 RCSAの実践

センターを利用しています。また、情報漏洩を防ぐための不正

アクセス対策やウイルス侵入対策など、想定されるシステム・リ

スクに対する各種の安全対策を実施し、システムの安定稼働と

情報保護に取り組んでいます。

　さらに万一の事故や大規模災害に対しても、コンティンジェ

ンシープランを策定し、万全を期しています。
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　経営管理部「法務室」を中心に、法令等遵守や適正な銀行経営

を継続する体制づくりとともに、社会からのご期待にそえる高い

意識と倫理観を有する行員の育成に取り組んでいます。
　コンプライアンス経営を促進するため、業務上の法令・ルール

違反を発見したり、上司や同僚に相談できない悩みを抱えた場

合の相談窓口として、24時間受付可能な「コンプライアンスヘ

ルプライン」を設置しています。

　また、役職員が業務外で法律問題に直面したときに早期解決

できるよう、「弁護士相談制度」を併設しています。

　経営理念である「CSR憲章」に基づき「滋賀銀行の行動規範」を

定めています。これらを遂行し、法令等遵守を徹底するために専

務取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」が中心とな

り、半年ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定するとと

もに、実践に努めています。

　具体的には、設定したテーマに沿って各部店で研修を実施、そ

の理解度を本部でモニタリングしています。理解が不十分と判

断した部店では、再徹底を図るなど、「PDCAサイクル」を継続的

に実施しています。

　2017年度は、当行のコンプライアンス体系とハラスメントの

防止をテーマとして、研修を実施します。

　なお、従来の講義型の研修に代えて、ディスカッションを中心と

した参加型の研修を取り入れています。
「内部通報制度」の啓発ポスター

コンプライアンス（法令等遵守）の取り組み

コンプライアンス態勢

役職員による内部通報窓口を設置

頭　取

業務統轄部

お客さま相談室

経営管理部

新商品･新サービスの
リーガルチェック

営業統轄部

コンプライアンス委員会
（事務局：経営管理部）

コンプライアンス・プログラム

（営業店・本部各部）

経営管理部 法務室

取締役会

付議･報告 付議･報告

内部監査報告会

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン

（
役
職
員
に
よ
る
通
報
制
度
）

監
査
・
指
導

監査役･監査役会

監査役室

監査部

人事部

コンプライアンスオフィサー

コンプライアンス体制図
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　「事業継続」とは、地震等による大規模災害や新型インフルエ

ンザ等感染症の大流行により被害を受けても、重要な事業を中

断させず、また中断しても可能な限り早期に復旧させることで

す。銀行は公共性の高さから、銀行法において「業務の継続」が

求められています。

　当行では「事業継続」をCSR（企業の社会的責任）の観点からも

重要な経営課題の一つと認識し、危機的事態の発生時において

も業務を円滑に継続・遂行する体制を構築しています。

　大地震などの災害発生時においても、金融機関の役割を果た

し、お客さまの生活や地域の経済活動、また、決済機能を維持す

るため、行内インフラの整備など対策を講じています。

　大地震の発生を想定した「事業継続計画（BCP）」を2007年3

月に、また、新型インフルエンザの流行を想定した「事業継続計画

〈感染症対策用〉」を2009年12月にそれぞれ制定しています。

　これらの「事業継続計画」に基づき、東日本大震災をふまえ災

害発生時の初動対応を明確化するための「地震災害時初動対応

マニュアル」や「原子力施設事故発生時初動対応マニュアル」を

策定した他、危機管理や防災等に関する規程、マニュアル・手順

書を整備しています。

　また、役職員への実効性の確保・向上に努めており、「危機対

策本部」の初動対応や意思決定の訓練を実施するなど、年間ス

ケジュールに基づき、訓練や教育を実施しています。

　さらに専務取締役を委員長とする「BCP委員会」を定期的に

開催し、行内体制の継続的な見直しと、行内の周知徹底に努め

ています。

危機対策本部訓練

　事業継続の根幹となるのが、オンラインシステムの機能維持

です。震災時でもシステムセンター機能が維持できる免震構造

で、かつ最大72時間の自家発電能力がある「事務棟」とともに、

東日本、西日本の２ヵ所で最新機能を備え相互バックアップが可

能な「データセンター」を利用しています。

　全役職員およびご来店のお客さま用の防災ヘルメット、常備

灯、断水に備えた非常用トイ

レ、給水袋をはじめとして、非

常食、飲料水を全店に配備して

います。また都市圏の支店に

おいては、帰宅困難時用として

非常食、飲料水の充実を図っ

ています。

　2015年9月、近畿2府4県に本店を置く地方銀行7行（滋賀銀

行、京都銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀

行、但馬銀行）で大規模災害が発生した場合に、金融機能の維持

または早期復旧を図ることを目的とした相互支援に関する協定

書を締結しています。

　店舗設備の耐震診断や耐震補強を行うとともに、重要拠点と

なる店舗や店舗の新築時には「非常用発電装置」を設置してい

ます。

災害備蓄品

事業継続計画：BCP（Business Continuity Plan）
企業が自然災害・大火災等の緊急事態に遭ったとき、事
業資産の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継
続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行
うべき活動や緊急時における事業継続のための方法・
手段などを取り決めておく計画のこと。

用語解説

円滑な事業継続にむけて（BCP）

事業継続 災害対策について

「事業継続計画」の
実効的な運用に向けて

 オンラインシステムの機能維持

 店舗機能の維持

 災害備蓄品の配備

 「大規模災害時の相互支援に関する協定書」締結
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