金融環境の変化と当行の対応

不良債権の状況について

平成23年3月末の不良債権の状況
※不良債権は金融再生法開示債権です。
※当行は部分直接償却を行なっておりませんので、
その相当額に対して貸倒引当金を計上しております。

債権総額
1兆2,276億円

正常債権
1兆1,865億円
不良債権
411億円
部分直接償却相当額
62億円

部分直接償却を
行なった場合の
不良債権額
348億円
（全体の2.85％）

不良債権
411億円
（全体の3.34％）

（金融再生法開示債権の状況）

（単位：億円）
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3.20%

3.34%

0.14%ポイント

1 0 0

2.52%
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0.33%ポイント

（注）当行は部分直接償却を行なっておりませんので、その相当額に対して貸倒引当金を計上しております。
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債権総額中に占める金融再生法開示債権（いわゆる不良債権）の比率は、平成22年３月末の3.20％が平成23年
３月末には3.34％となりました。
なお、当行は部分直接償却を行なっておりませんが、部分直接償却を行なった場合のこの比率をみますと、平成
23年３月末で2.85％（平成22年３月末では2.52％）となっております。
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「経営の健全性」について
銀行の健全性をはかるものさしとして自己資本比率や繰延税金資産の割合があります。当行は、経営の健全性、透
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明性を高めるためこれらの指標を積極的に開示しております。

■自己資本比率
平成23年３月末の当行単体の自己資本比率は平成22年３月末の11.13％から0.48％ポイント上昇し、11.61％
になりました。
当行のように国内だけで営業を行っている銀行（国内基準行）に求められる自己資本比率は４％ですので、当行は
その３倍近くの自己資本比率があるということです。
また、TierⅠ（中核的自己資本）（注１）比率は平成22年３月末比0.49％ポイント上昇し8.10％となりました。

自己資本比率
11.13％

自己資本比率
11.61％
平成22年3月末より
自己資本比率
0.48％ポイント上昇
うち
Tier Ⅰ比率
7.61%
8.10%

うち
Tier Ⅰ比率
7.61%

平成22年3月末
(注1)TierⅠ
（中核的自己資本）

平成23年3月末

自己資本のうち、
資本金、
資本準備金、
利益準備金などその基本となる部分です。

■繰延税金資産
TierⅠ（中核的自己資本）（注1）に占める繰延税金資産（注2）
（貸借対照表計上額）の割合は、平成22年3月末比0.73
％ポイント減少し、11.88％となりました。

平成22年3月末

(注1)TierⅠ
（中核的自己資本）
(注2)繰延税金資産

平成23年3月末

9,003

8,758

71,366

73,691

12.61％

11.88％

自己資本のうち、
資本金、
資本準備金、
利益準備金などその基本となる部分です。
税法上の税金として計上したうち、
会計上は当期の費用とはみなされない額を前払額として資産計上
したものです。
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コーポレート・ガバナンスについて
■基本的な考え方
呼ばれる銀行になることを目指しています。
このような考えに基づき、コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施と体制の整備に努めております。

■コーポレート・ガバナンス体制の状況
当行は監査役制度を採用しており、現在の監査役4名のうち3名は当行及び当行グループに在籍経験のない社外監
査役としています。取締役は8名であり、社外取締役は選任していません。なお、当行の取締役は14名以内、監査役
は4名以内とする旨を定款で定めています。
社外監査役3名を含む4名からなる監査役会が、取締役の職務執行状況を適切に監査することにより、十分に実行
性を備えたガバナンス体制を構築していることから、現在の監査役制度を採用しております。
当行では、急速に変化する経営環境に適切かつ迅速に対応していくため、また、業務執行が適正に行われるよう、
取締役会等における審議の充実と意思決定の迅速化を図っています。
取締役会は、原則月1回開催され、法令等で定められた事項及び経営に関する重要事項について決定しています。
また、業務執行取締役の位置付けを明確にし、その取締役会への報告を充実させるなど取締役会の機能強化を図って
います。
取締役会より委任を受けた銀行の常務に関する事項については、頭取、副頭取及び常務取締役により構成される常
務会を原則週1回開催しており、迅速な意思決定を図っています。さらに、業務の推進状況や全行的なリスク管理状
況について協議・検討を行う機関として、頭取、副頭取、常務取締役及び関係部長により構成される経営会議（毎
月）
・コンプライアンス委員会（隔月）を開催するなど、コーポレート・ガバナンスの充実を図っています。また、
取締役会はもちろんのこと、常務会など経営の重要な会議には監査役が出席し、「動態的監査機能」を充実させてい
ます。

■内部統制システムの整備の状況
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 法令等の遵守に係る「法令遵守の基本方針」・「法令遵守の遵守基準」・「コンプライアンス・マニュアル」等を制
定し、全役職員が法令・定款及び内規を遵守した行動をとるための行動規範を定め、法令・定款に違反する行為を
未然に防止するよう努めています。
 また、コンプライアンスの確立・浸透・定着を目的に、頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置
するとともに、経営管理部を担当部署としコンプライアンスに関する指導、教育等の実務を担わせています。
 さらに、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断及び
被害の防止のための体制整備に努めています。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務執行に関する情報については、「取締役会規程」・「常務会規程」・「経営会議規定」・「簿書保存要領」
その他規定に基づき保存・管理しています。
３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 「リスク管理方針」
・
「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリー毎の責任部署を定めるとともに統合管理部
署を経営管理部と定め、リスクを網羅的・総括的に管理しています。
 また、リスク管理状況については、経営管理部が定期的（四半期ごと）に取締役会に報告する体制とし、取締役
会は問題点の把握と改善に努めています。
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当行は地域金融機関として、お客さま・株主さまの支持と信頼あるいは、信頼以上のものを得、「さぎんさん」と
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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 中期経営計画、営業方針その他全行的な目標を定め、各部門が実施すべき目標や施策を明確にするとともに、
「職
務および権限規程」に基づいた職務分担・権限・執行方法を定め、また、取締役会等において定期的にその結果を
把握し、改善を促すことにより目標達成の確度を高め、業務の効率化を実現することとしています。
５．当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当行のグループ会社に対し、契約に基づく当行監査部による監査及び当行より派遣するグループ会社の監査役に
よる監査を実施するとともに、当行の監査役会による往査を実施するなど、グループ会社に対する牽制機能を保持
し、グループ会社との緊密な連携を図っています。
 また、当行グループ全体の内部統制の有効性を確保するため、当行及びグループ会社の法令等違反行為や不正行
為等につき、当行を含め各グループ会社制定の「倫理ホットライン取扱規定」に基づき、当行グループの役職員か
ら当行経営管理部に対し報告または内部通報を行う体制としています。
６．財務報告の適正性を確保するための体制
 当行グループの財務報告の適正性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切に運
用しています。
７．監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役の職務を補助すべき使用人として、監査室を設置し専任のスタッフを配置しています。当該専任スタッフ
は、監査役及び監査役会の監査業務の補助を行っています。
 また、当該専任スタッフの取締役からの独立性を確保するため、その人事異動・人事評価等については、事前に
監査役会に意見を求め、これを尊重することとしています。
８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 取締役は、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他重要な事項について、監査役へ報告することとし
ています。また、
「さぎん倫理ホットライン取扱規定」に基づき法令等違反行為や不正行為等につき取締役及び使
用人から報告・通報を受けた経営管理部は、当該事実を監査役に報告することとしています。
 さらに、監査役が、取締役会・常務会その他重要な会議に出席するなど常に当行の経営に係る重要な情報を把握
できる体制としています。
９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 代表取締役及び内部監査部門は、監査役会とそれぞれ定期的に意見を交換しています。また、取締役及び使用人
は監査役会から報告を求められた事項について報告することとしています。
 さらに、経営の重要な会議には監査役の出席を認め、「動態的監査機能」を強化しています。
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法令等遵守体制およびリスク管理体制について
金融業務が一段と多様化、高度化するなかで、銀行業務を取り巻くリスクも多岐にわたり、複雑化しております。
営管理部に「リスク統合・コンプライアンスグループ」、総合企画部に「ALMグループ」を設置し、法令等遵守（コ
ンプライアンス）およびリスクの各カテゴリーについて統合的なリスク管理体制を整備しております。

■法令等遵守（コンプライアンス）体制
法令等遵守（コンプライアンス）体制につきましては、経営管理部を統括部署とし、「法令遵守の基本方針」およ
び「遵守規準」を取締役会で策定しています。また、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を設置するなど当
行の法令等遵守体制の確立を図っております。
また、当行の役職員の法令等遵守意識を向上させるための施策として、日常業務におけるコンプライアンス上の規
範を網羅した「法令遵守の栞」を全役職員に常備させるなど、順法精神の向上に努める一方、取締役、執行役員及び
重要な使用人に対して部下から上司を評価する「360度評価」を平成16年より実施、また行員に対する人事考課や
営業店に対する業績評価においても、より法令等遵守姿勢を重視した評価制度を取り入れています。
このようにあらゆる機会をとらえて法令等遵守風土の醸成に取り組んでおります。

■個人情報管理
平成17年4月の「個人情報の保護に関する法律」の完全施行に伴い、当行では「個人情報保護宣言（プライバシー
ポリシー）」に掲げておりますように、お客さま（お取引先、株主さま、地域の皆さま）からの信頼を第一と考え、
「個
人情報の保護に関する法律」および関連法令等を遵守し、お客さまからお預かりする個人情報の保護に努めておりま
す。
そのため、全従業者において個人情報の適切な取扱いを徹底するとともに、管理責任の明確化、規定類の整備、IC
カードを利用した入退館管理システムの導入、資料のペーパーレス化の促進、記録媒体の使用制限などをはじめとし
て、様々な組織的、人的および技術的なセキュリティ対策を講じております。

■内部監査態勢
内部監査は、金融検査マニュアルの改訂や金融商品取引法等の法令改正に即した監査態勢を整えており、顧客保護
等管理態勢、法令等遵守態勢およびリスク管理態勢の監査を強化しております。さらにプロセスチェックの比重を高
めることで、実態をより深く把握する監査の実践を目指しています。また、内部統制の仕組みを強化し、透明性が高
い企業風土の確立を図っております。
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銀行経営においてはこのようなリスクを的確に把握し、管理することが重要な課題となっております。当行では、経
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■リスク管理
金融業務が一段と多様化、高度化するなかで、リスクも多岐にわたり複雑化しております。当行では、適切なリス
ク管理を行なうため、戦略目標を踏まえた「リスク管理方針」を取締役会において定めております。
金融環境の変化と当行の対応

また、リスク管理体制図に記載しておりますリスクに関して、
「リスク管理方針」や「リスク管理規程」等に基づき、
現実に存在するリスクを的確に把握し、発生の可能性を認識したうえで、発生の回避および発生した場合の対応に努
めております。

株主総会
選任・解任

選任・解任

選任・解任

取締役会
監査役会
会計監査人

常務会

外部監査
監査部

経営会議

リスクに関する事項

内部監査

リスク統合管理部署
経営管理部

ALM会議

コンプライアンス委員会

業務適正化委員会

（リスク統合・コンプライアンスグループ）

ALM統括部署
（総合企画部（ALMグループ））

流動性
リスク

市 場
リスク

オペレーショナルリスク（統括管理：経営管理部）

信 用
リスク

（主管部） （主管部） （主管部）
証券国際管理部 証券国際管理部 審査管理部
総合企画部 総合企画部

事 務
リスク

（主管部）
事務管理部

システム
リスク

（主管部）
システム部

リーガル
リスク

（主管部）
経営管理部

イベント
リスク

（主管部）
総務部

レピュテーショナル
リスク
（主管部）
総合企画部

人 的
リスク

（主管部）
人事企画部

（注）
「リーガルリスク」とは取引の法律関係が確定的でないことや法令・ルールなどの遵守が十分でないことにより損失を被るリスク
「イベントリスク」とは犯罪や自然災害等、偶発的に発生する事件・事故により損失を被るリスク
「人的リスク」とは人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）・差別的行為（セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等）
から生じるリスクをいいます。
なお、
「オペレーショナルリスク」についてはＰ64をご参照ください。
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■統合的リスク管理
ーに分類し、それぞれにリスク主管部を定め、各々のリスク特性に応じた適切なリスク管理を行なうとともに、経営
管理部がこれらのリスクを統合的に管理しております。具体的には、統計的手法等によりリスク量の計測を行ない、
市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクについてリスク資本を配賦し、経営として許容できる範囲にリス
クを制御しております。統合的リスクの状況は毎月開催される経営会議、ALM会議等に報告され、必要な施策を機動
的に実施する態勢としております。

● 市場リスク
市場リスクとは金利、為替、有価証券価格等の変動により、保有するオフバランスを含む資産・負債等の価値が変
動し損失を被るリスクをいいます。
当行は、国債等の債券や市場価格のある株式等、また外貨建取引による資産及び負債を保有しており、将来の債券
価格や株価の下落あるいは為替レートの変動等により損失が発生し、当行の業績に影響を与える可能性があります。
当行におきましては、リスクを適正にコントロールし、収益性と健全性の両立を目指した適切な対策を講じるた
め、総合企画部内にALM（資産・負債の総合管理）グループを設置し、市場動向、資産・負債状況の把握・分析など
ALMの充実に注力しております。

● 信用リスク
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により元本や利息が回収できなくなるリスクをいいます。
当行の債権中に占める金融再生法開示債権の比率、いわゆる不良債権比率は平成22年３月末の3.20％が平成23
年３月末には3.34％となりました。
業績への影響（損失の発生）は、貸倒引当金の追加、貸出金の償却及び債権の売却損の計上でありますが、当行は
事前に損失が予測される部分に十分な引当を行なっており、その影響は限定的なものになります。
しかしながら、取引先の経営状況の変動や担保価格の下落等が発生した場合には、追加引当が必要になるなど、当
行の業績に影響を与える可能性もあり得ます。

● オぺレーショナルリスク
①事務リスク
銀行では、預金、融資、為替等多くの事務処理を正確にかつ迅速に行なう必要があります。事務ミスによる事故
を回避するため、当行では規程、マニュアル等の一層の充実を図るとともに本部集合研修や臨店指導による営業現
場の指導を通して、絶えず管理能力向上と事務レベルアップに努めております。
②システムリスク
コンピュータの停止は社会的に大きな影響を及ぼすことになりますので、当行では、このリスクを回避するた
め、ホストコンピュータを常時複数台稼動させ、1台のコンピュータが故障してもバックアップできる体制をとっ
ており、電源付帯設備および通信回線についても二重化を図っております。
また、平成22年5月より新システムが稼動しましたが、この新システムでは、コンピュータセンターの被災に備
え、バックアップセンターを設置するなど、リスク管理を強化しており、今後とも、万全のリスク管理体制で取り
組んでまいります。
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当行では、リスクを要因別に流動性リスク、市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクの4つのカテゴリ
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③レピュテーショナルリスク
金融環境の変化と当行の対応

レピュテーショナルリスクとは経営内容が誤って伝えられる風評等により損失を被るリスクをいいます。
当行のような金融機関にとって、特に信用を損なう風評は不測の損失を発生させる可能性があるものと認識して
おります。
当リスクについては、当行では過去に悪質なデマに端を発した預金の流出がありました。デマが原因でこのよう
な事態となったことは非常に残念なことでしたが、預金者の方々により親しまれかつ信頼される関係を以後築いて
まいりました。その結果、総預金残高は平成17年3月以降毎期連続して増加しています。
今後とも、お客さまとのリレーションの構築を通じて、収益の増強と不良債権の処理を進め、健全な銀行である
ことを皆さまにお伝えすることに努めてまいります。

金融円滑化への取組みについて
当行は、
『｢地域密着と健全経営｣に徹し、地元金融機関として良質な金融サービスを提供し業務を通じて地域社会
の発展に奉仕します。
』を経営理念として、地域における円滑な資金の供給に努めてまいりました。この取組みにつ
いては、平成21年12月の「中小企業金融円滑化法」の施行後も「金融円滑化管理方針」を制定し下記の基本方針を
基に、お客さまの申し出への真摯な対応、経営改善への助言、経営改善計画の策定支援等、積極的に活動してまいり
ました。
かかる中、今般同法が延長されましたが、当行としてお客さまの経営改善取組みに対するコンサルティング機能の
発揮がこれまで以上に重要となると認識し、今後ともお客さまの経営改善への主体的な取組みについてサポートを強
化してまいります。

<基本方針>（金融円滑化にかかる当行の取組み）
■お客さまからのご相談等へ適切に対応いたします。
■お客さまの実態面を踏まえた対応に努めます。
■お客さまのご負担軽減への積極的な取組みを行います。
■お客さまに対する適切かつ十分な説明を行うよう努めます。
■お客さまからのご相談等や苦情への対応を適切かつ迅速に行います。
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<行内体制の概要>

金融円滑化にかかる行内体制の概要

【コンサルティング機能の発揮】
①経営課題の把握分析
②ソリューション提案(財務･営業支援）
③経営改善計画策定支援
④モニタリング

取締役会

常務会

連携

さ

真摯かつ

営業店長
【金融円滑化管理責任者】
次席または融資役席
出張所長
【金融円滑化管理担当者】

ま

電話相談窓口

適切な対応

委員長：主管部担当役員
構成員：主管部および関係部部長

（フリーダイヤル）
[審査管理部・個人ローン管理部]

連携

主管部および関係部部長
【金融円滑化管理責任者】

指導・教育

主管部および関係部の担当者
【金融円滑化管理担当者】

外部機関

審査管理部・金融円滑化サポートチーム

（苦情相談窓口）

関係部

報告・協議

適切な対応

○営業推進部

○福岡本部

連携

○総合企画部 ○人事企画部
○経営管理部 ○監査部

協議会等
中小企業再生支援

指導 教･育

報告

真摯かつ

主管部：審査管理部・個人ローン管理部

報告・協議

苦情相談

お客さま相談室

他の金融機関

苦情相談

金融円滑化推進委員会

営業店（出張所）
（金融円滑化ご相談窓口）

報告
協議

客

ご相談、お申込

助言

指示

報告

お

融資、条件変更等

監査役

※金融円滑化にかかる実施状況等については、当行インターネットホームページ上に公表しております。

反社会的勢力排除に向けた取組みについて
当行では、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断およ
び被害の防止のための体制整備に努めております。
さらに、以下のとおり反社会的勢力への対応に関する基本方針を制定しております。

<反社会的勢力への対応に関する基本方針>
（１）反社会的勢力による不当要求に対しては、被害防止のため組織として対応する体制を構築いたします。
（２）反社会的勢力による不当要求に備え、警察や弁護士等外部の専門機関と緊密な連携関係を構築いたします。
（３）反 社会的勢力とは取引関係を含め、一切の関係を遮断いたします。また、反社会的勢力による不当要
求は拒絶いたします。
（４）反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から必要な法的対応を行ないます。
（５）反社会的勢力に対する資金提供や事案を隠蔽するための裏取引は行ないません。

利益相反管理態勢について
当行は、当行または当行のグループ会社（以下「当行等」という。）による取引に伴い、当行等とお客さまの間、
ならびに、当行等のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益を不当に害するこ
とのないよう適正に業務を遂行いたします。
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信用保証協会

佐賀銀行
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<当行の利益相反管理方針>
（１）利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当行及び以下に掲げる当行グループ会社です。
金融環境の変化と当行の対応

・佐銀リース 株式会社

・株式会社 佐銀ベンチャーキャピタル

（２）対象取引の類型
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以
下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
① お客様と当行等の利益が対立又は当行等のお客様間での利益が対立する取引
② お客様と当行等が競合又は当行等のお客様間で競合する取引
③ 当行等がお客様より取得した情報を不適切に利用する取引
（３）利益相反管理態勢・管理方法
適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理部署（経営管理部）を設置し、グループ会社
全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管
理方法として、以下に掲げる方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより、適切に利益
相反管理を行います。
① 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門の分離
② 対象取引または当該お客様との取引条件または方法の変更
③ 対象取引または当該お客様との取引の中止
④ 対象取引に伴い、当該お客様への利益相反のおそれがあることの開示

利用者に対する銀行の説明態勢について
平成19年9月に改正された「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当行は金融商品をお勧めするにあたって
以下の勧誘方針を策定し公表しております。

＜金融商品の販売に関する勧誘方針＞
当行は次の5項目を遵守し、お客さまに対して金融商品の適正な勧誘を行ないます。
（１）当行は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結する目的に照らし、

お客さまのご意向を十分にお聞きして、適切な金融商品をお勧めします。
（２）当行は、お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を、

お客さまが十分ご理解いただけるよう説明に努めます。
（３）当行は、断定的判断を示したり、事実と異なる情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘

は行ないません。
（４）当行は、お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所での勧誘は行ないません。
（５）当行は、お客さまに対し適切な勧誘を行なうため、研修体制や行内ルールの整備に努めます。
※確定拠出年金法に基づく「企業年金に係る運営管理機関業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」
及び「個人型年金にかかわる運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても、上記の「勧誘方針」を遵守致します。

また与信取引等に係る銀行内の説明態勢については、当行が定めている「クレジットポリシー」や「審査・管理規
程」に応じた内容の「与信取引における説明義務遂行の手引き」を平成16年6月に制定しております。引続き行内
の研修等を通じて全行員が理解を深め、「手引き」に沿ってお客さまにより十分な説明ができる態勢の整備に努めて
おります。
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金融ADRへの対応について
当行が契約している指定紛争解決機関は「一般社団法人・全国銀行協会」と「社団法人・信託協会」です。
国銀行協会・相談室」があります。
 また、銀行とのトラブルが解決しない事案をお抱えのお客さまには同協会の「あっせん委員会」もご利用いただ
けます。いずれもご照会やご相談は無料となっています。
 詳しくは、全国銀行協会のホームページ（http://www.zenginkyo.or.jp/adr/）をご覧いただくか、下記までお
問い合わせください。

全国銀行協会・相談室
〒100－8216

東京都千代田区丸の内1－3－1

一般電話からは

0570－017109
03－5252－3772

携帯電話からは

また、信託業務に関するお問い合わせにつきましては、社団法人信託協会・信託相談所があります。
 詳しくは、社団法人信託協会のホームページ（http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile04.html）
をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

社団法人信託協会・信託相談所
〒100－0004

東京都千代田区大手町2－6－2

一般電話からは

0120－817335
03－3241－7335

携帯電話からは
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 この内、銀行取引に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情等を受ける窓口として、
「全

