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【信用リスクに関する事項】＜証券化エクスポージャーを除く＞

１.信用リスクの管理方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、お取引先の業況悪化や破綻等で融資等の回収が困難となることにより被るリスクです。当金庫では、信用リスクを管理

すべき最重要のリスクと認識し、「信用リスク管理要領」に基づき、与信業務の健全な運営を期して適正なリスクの把握と適切なリスク管

理を行うことにより、資産の健全性を維持・確保することを基本方針としています。審査部門は営業推進部門とは明確に分離され、厳格に

審査するほか、財務情報に定性情報を加味した企業格付を実施し、お取引先の状況把握、分析を行っています。貸倒引当金の計上基準は、資

料編P.41「貸借対照表の注記事項」記載の通りです。また、将来、予想される損失については、法令等に基づき適切な貸倒引当を行っていま

す。なお、信用リスクの変動状況等は、リスク管理委員会等に適宜、報告される態勢となっています。

２.標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項

( 1 )リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

　　　リスク・ウェイトとは、自己資本比率を算出する際の分母相当額（リスク・アセット額）を求めるために使用する資産の種類ごとの

　　掛け目のことです。当金庫は、自己資本比率の算出方法は、予め定められたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しており

　　ます。この手法を採用する金融機関では、リスク・ウェイトの判定に適格格付機関等の信用評価（格付）の区分毎に定められたリスク・

　　ウェイトを使用します。当金庫では、保有資産について、次の3社の評価をリスク・ウェイトの判定に使用しています。

　　　① 株式会社　格付投資情報センター

　　　② 株式会社　日本格付研究所

　　　③ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

( 2 )エクスポージャーの種類ごとのリスク･ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

　　　国内債および本邦法人向けエクスポージャー（保証を含む）については、以下の2社の評価によるものとしています。

　　　① 株式会社　格付投資情報センター

　　　② 株式会社　日本格付研究所

３.信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　信用リスク削減手法とは、当金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証

などが該当します。

　当金庫では融資の取り上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など様々な角度から可否を判断しており、担

保・保証等に過度に依存しないようあくまでも補完的な位置づけとして、次の手法を採用しています。ただし、与信審査の結果、担保また

は保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。

( 1 )適格金融資産担保

　定期預金および定期積金を担保としている貸出金については、担保額を信用リスク削減額とします。なお、担保額は貸出債権額を上限

とし、定期預金は元金、定期積金は掛込残高の範囲内とします。

( 2 )貸出金と当金庫預金の相殺

　ご融資先毎に貸出金と担保に供されていない預金の一部を信用リスク計算上相殺しています。相殺に使用する預金の種類は積立定期

預金を除く定期預金および定期積金としています。また、信用リスク削減額は、貸出金の残存期間を上回る預金については、全額、下回る

預金については、定められたルールに基づく調整率を乗じた額としています。

( 3 )保証

　国、地方公共団体等および適格格付機関の格付を有している法人等が保証している債権（保証されている部分に限る）について、原資産

および債務者のリスク・ウェイトに代えて当該保証人のリスク・ウェイトを適用しています。

　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に、業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散され

ております。

各種リスク管理態勢について









THE  GAMAGORI  SHINKIN  BANK 66

【市場リスクに関する事項】

１. 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク関係

（１）リスク管理の方針及び手続の概要

　金融派生商品とは、預貸金、外国為替等の金融商品から相場変動によるリスクを回避するために開発された商品の総称です。

　当金庫では、為替先物予約取引を取扱っており、預貸金、貿易取引等の実需の範囲内の予約締結以外の為替先物予約等は所定の掛

目で与信額を算定し、通常の与信と一体的な管理で、与信判断（リスク管理）しており、当該取引に対して個別担保による保全等は特

段行っておりません。単体、連結ともに同数です。

　なお、当金庫の資産運用のリスクを回避することを目的とした派生商品取引は外国為替関連取引のみの取扱いで、他には取組みが

ありません。また、長期決済期間取引の取扱いはありません。
（単位：百万円）

与信相当額の算出に用いる方式

グロス再構築コストの額

① 派生商品取引合計（外国為替関連取引）

② 長期決済期間取引

合　計

71

ー

71

71

ー

71

66

ー

66

66

ー

66

担保による信用リスク削減手法の

効果を勘案する前の与信相当額

担保による信用リスク削減手法の

効果を勘案した後の与信相当額

平成29年度平成28年度

平成29年度 平成29年度

カレント・エクスポージャー方式

42

ー

カレント・エクスポージャー方式

52

ー

平成28年度 平成28年度

注記

８.信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

　（単体、連結ともに同数）

当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

７. 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

　　本開示につきましては、資料編（P.50）「貸倒引当金の内訳」をご参照願います。

信用リスク削減手法が適用された

エクスポージャー

　① ソブリン向け

　② 金融機関向け

　③ 法人等向け

　④ 中小企業等・個人向け

　⑤ 抵当権付住宅ローン

　⑥ 不動産取得等事業向け

　⑦ その他

　⑧  3ヵ月以上延滞等
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−

−
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−

3,562

24,590

−
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（単位：百万円）

平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度

適格金融資産担保
信用リスク削減手法

ポートフォリオ

保　証 クレジット・デリバティブ

グロス再構築コストの額及びグロスのアドオン
合計額から担保による信用リスク削減手法の効
果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額

２.証券化エクスポージャーに関する事項

（１）リスク管理の方針及び手続の概要

　　証券化とは、金融機関が保有するローン債権（原債権）等を裏付けに証券として組み替え、第三者に売却し流動化することを指しま

　す。一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類されます。

　　当金庫では、中小企業等による資金調達の多様化を支援することを目的とする貸出金の証券化に限り取り組んでおり、証券化本来

　の目的とは異なります。取り組みに関しては、予め個別に理事会等の承認を得ることになっており、取り上げ基準は貸出金と同様の

　方法に従っています。なお、投資家としての債権保有は、通常の金銭信託の取得等に準じた手法及び手続によっています。

（２）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

　　当金庫は標準的手法を採用しております。
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（２）会計方針

　　　当金庫が制定の「有価証券等の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理を

　　行っております。

注記

注記

注記

上記「投資信託等」は、投資信託及び投資事業有限責任組合への出資金で、単体・連結は同じです。

投資信託等の裏付資産は、含んでおりません。

投資信託等の裏付資産は、含んでおりません。

① 貸借対照表計上額及び時価 （単位：百万円）

上　場　株　式　等

非　上　場　株　式　等

8,095

5,273

8,095

ー

9,119

5,273

9,119

ー

貸借対照表計上額

平成28年度 平成29年度

時価 貸借対照表計上額 時価
区　分

② 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（単体と連結は同じ ) （単位：百万円）

売　却　益

売　却　損

償　　　却

326

−

82

638

329

18

平成28年度 平成29年度

③ 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額（単体と連結は同じ ) （単位：百万円）

評　価　損　益 213 △112

平成28年度 平成29年度

④ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

　 単体・連結ともに該当ありません。

　連結貸借対照表計上額及び時価 （単位：百万円）

上　場　株　式　等

非　上　場　株　式　等

8,095

5,518

8,095

ー

9,119

5,515

9,119

ー

連結貸借対照表計上額

平成28年度 平成29年度

時価 連結貸借対照表計上額 時価
区　分

（単位：百万円）

投資信託等に含まれる出資等

エクスポージャーの額
24 40

平成28年度 平成29年度

  （３）出資等エクスポージャーに関する事項

４．金利リスクに関する事項
（１）リスク管理の方針及び手続の概要

　　　金利リスクとは、預金、貸出金、有価証券など金融機関が保有する資産・負債のうち、市場金利の影響を受ける勘定について金利の

　　変動により被るリスクです。当金庫では、内部データの蓄積、検証及び分析手法の確立に努めるとともに、複数の計測手法に基づく金

　　利リスク量を算出、定期的にリスク管理委員会等に報告のうえ、リスクを検証することを基本方針としております。

（２）内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要

　　　金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。
　　　　・計測手法　　　：金利ラダー方式　（ ｢1BPV×金利ショック幅｣でリスク量を算出する手法）

　　　　　　　　　　　　１ＢＰＶは１ＢＰ（0.01%）イールドカーブをパラレルに上昇（下降）させた

　　　　　　　　　　　　場合の経済価値の低下額　　　　　　　　 

　　　　・計測対象　　　：｢資金運用・調達勘定｣のうち金利感応資産・負債

　　　　・コア預金

　　　　　　対象預金　 ：流動性預金全般

　　　　　　算定方法　：① 過去5年の最低残高　
　　　　　　　　　　　　② 過去5年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高　　
　　　　　　　　　　　　③ 現残高の50％相当額　　

　　　　　　　　　　　　　 以上3つのうち最小額を上限

　　　　　　満期　　　 ：5年以内（平均2.5年）

　　　　・金利ショック幅：99パーセンタイル値

　　　　・リスク計測頻度：四半期毎（四半期末基準）






