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用語
解説
用語
解説

中期経営計画「　　　　　　　　　　　 」

金融円滑化への取組み
お客さまの保護への取組み

●勧誘の基本姿勢について
①お客さまの知識、経験、財産、投資目的等の状況に照らして、適切な商品を勧誘するように努めます。
②商品の選択・購入については、お客さまご自身の判断と責任でお決めいただけますよう、お客さまが判断されるために必要な商品内容やリスク内容などの適切
な情報を提供するよう努めます。

●勧誘の方法について
③「不確実な事項について断定的判断を提供しない」、「事実と異なる情報は提供しない」、「お客さまに不利益となる情報であっても提供する」など、お客さま
の誤解を招かない説明に努めます。

④お客さまにとって意思に反する不都合な時間帯、方法、ご迷惑な場所での勧誘や、執拗かつ迷惑な勧誘は行いません。
●その他
⑤お客さまに適切な勧誘を行いますよう、行内規定を整備のうえ、本勧誘方針を徹底し、関係法令を遵守すると共に、当行の役職員は商品知識の習得に努めます。
⑥販売･勧誘に関するお客さまからのご照会等については、適正な対応に努めます。

　コンプライアンス（法令等遵守）とは、法律や政令、行内規程だけでなく倫理や社会規範をも厳正に遵守することをいいます。これは、
銀行が社会的責任と公共的使命を誠実に果たしていくうえで必要不可欠なものです。
　当行はコンプライアンスの徹底を図るために、以下のとおり取組んでいます。

　当行は「お客さまの保護および利便性の向上を図ること」をコンプライアンスとともに経営の最重要課題と位置付け、「顧客保護等
管理方針」に以下の５つのカテゴリーを定めて管理態勢を整備するほか、各種方針を当行ホームページ等で公表しています。

●コンプライアンスを経営の最重要課題と位置付けて取組みます
●各種規程の制定により法令等を遵守する姿勢を明確にします
●頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」において重要事項を協議・決定します
●年度毎に具体的な実践計画を策定し、適宜見直しを行います
●内部通報制度を設け、違反行為の未然防止や早期発見・是正に努めます
●定期的に研修・勉強会を実施し、コンプライアンス・マインドの醸成を図ります
●反社会的勢力等には毅然たる態度で臨み、断固介入を阻止します

顧客説明
顧客サポート等
顧客情報
外部委託
利益相反

　当行は、平成20年４月より中期経営計
画「　　　　　　　　　　　」をスタート
させました。本計画を、長期ビジョン「さら
なる企業価値の向上をめざして～地域と
ともに成長する銀行～」の第１ステージと
して、ステークホルダーとともにさらに成
長できるよう、４つの重点戦略に基づき、
着実に諸施策を実施しています。

中期経営計画

【期間3年】平成20年4月～平成23年3月

ＲＯＥ
自己資本比率

〈めざす計数目標〉 ８％以上
１１％以上

モア・バリュー“ＮＡＮＴＯ”

中期経営計画「　　　　　　　　　　　　」モア・バリュー“NANTO”

中期経営計画

中期経営計画「　　　　　　　　　　　　」モア・バリュー“NANTO”

重点
戦略

モア・バリュー“NANTO”
長期ビジョン 【期間6年(平成20年度～平成25年度)】

●
●
●
●
●

勧誘方針

お客さまに対し適切かつ十分な説明・情報提供を行います　
お客さまからのお申出に適切かつ十分に対応し、業務の改善に努めます(※) 
お客さまの情報を適切かつ安全に管理します
お客さまの情報や利益を守るため適切に委託先を管理します
利益相反のおそれのある取引を適切に管理します

Ⅲ． 人材マネジメントの強化

Ⅰ. 地域・部門別営業力の強化 Ⅱ. 内部管理態勢の充実・高度化
Ⅳ. ＣＳＲの推進

勧誘方針

個人情報保護方針

利益相反管理方針

当行は、金融商品の販売にあたり、各種法令・諸規則等に則り、下記の方針に沿って適切な勧誘を行います。

(※) 当行は、顧客サポート等の一環として銀行法上の指定紛争解決機関である全国銀行協会と契約しています。

　当行は、地域金融の円滑化を最も重要
な役割の一つと認識し、お客さまの資金
ニーズや借入条件の変更等のご要望に
きめ細やかにお応えできるよう「金融円
滑化基本方針」を策定し、以下のとおり積
極的に取組んでいます。

　中小企業金融円滑化法の施行日（平成21年12月4日）以降、中間期末日（平成22年9月30日）までの間に、お客さま（中小企業者およ
び住宅資金借入者）から受け付けた借入条件変更等のお申込み件数と中間期末日時点の対応状況は以下のとおりです。

●金融円滑化の実現のため適切な管理態勢を整備・確立します
●お客さまからの借入条件の変更等の申込みに対する審査を適切に実施します
●お客さまからの相談・申込みに対する説明を適切かつ十分に実施します
●お応えできない場合には、お客さまへの説明を可能な限り具体的かつ丁寧に行います
●お客さまから苦情相談等を受けた場合は、お客さまの声を真摯に受け止め、適切かつ
十分に対応します

●お客さまの事業価値等を適切に見極められるよう役職員の能力向上に努めます
●お客さまに対する経営相談・経営指導および経営改善に向けた取組みに関する支援を
適切に行うよう努めます※金融円滑化にかかるご相談窓口については、

　Ｐ１２をご参照ください。

借入条件の変更等を求める書面による意思の表示（もしくは口頭による意思表示を当行
役職員が記録したもの）があった貸付債権の累計件数
「申込み」に対し借入条件の変更等を行った貸付債権の累計件数
「実行」を拒否した貸付債権の累計件数（「申込み」の日から3か月を経過したものを含む）

「申込み」があったものの、いまだ「実行」、「謝絶」、「取下げ」に至ってい
ない貸付債権の件数
債務者の意思で「申込み」が撤回された貸付債権の累計件数

●申込み

●実  行
●謝  絶

●審査中

●取下げ

お客さまからのお申込みとその対応状況（累計）

■中小企業者　申込み 4,879件 ■住宅資金借入者　申込み 451件

取下げ
113件

審査中
603件

謝絶
219件

実行3,944件 取下げ
113件

審査中
65件

謝絶
43件

実行
230件

第2ステージ
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「申込み」があったものの、いまだ「実行」、「謝絶」、「取下げ」に至ってい
ない貸付債権の件数
債務者の意思で「申込み」が撤回された貸付債権の累計件数

●申込み

●実  行
●謝  絶

●審査中

●取下げ

お客さまからのお申込みとその対応状況（累計）

■中小企業者　申込み 4,879件 ■住宅資金借入者　申込み 451件

取下げ
113件

審査中
603件

謝絶
219件

実行3,944件 取下げ
113件

審査中
65件

謝絶
43件

実行
230件

〈めざす計数目標〉

重点
戦略 Ⅲ． 人材マネジメントの強化

Ⅰ. 地域・部門別営業力の強化Ⅰ. 地域・部門別営業力の強化Ⅰ. 地域・部門別営業力の強化

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画
【期間3年】平成20年4月～平成23年3月
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