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　当行では、コンプライアンス態勢の徹底及び強化をはかるため、
「リスク管理部法務担当」を設置し、法令やルールの遵守状況を総合
的に管理・把握する組織体制を構築しております。    
    

●リスク管理部法務担当の設置
　当行では、全役職員が社会人としての良識を持ち、高い職業倫理
の下で職務を遂行し、また、法令やルールに則った業務運営を徹底
していくために、行動規範や反社会勢力への対応などを織り込んだ
「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、日常業務の手引書として
全役職員に配付しております。    

●コンプライアンス・マニュアルの制定

　当行では、コンプライアンスの取組み方針を一層明確にするため
に、コンプライアンス・プログラム（コンプライアンス実践計画）を取
締役会の承認を受け策定し、行動規範や各種法令等の理解を深め
るための研修体制を確立するなど、日々の業務運営の中でコンプラ
イアンスを着実に実践していくよう努めております。    

●コンプライアンス・プログラムの作成   　当行では、本部各部長及び営業店各支店長をコンプライアンス
統括責任者と位置づけ、コンプライアンス責任者への指導、バック
アップを行い、組織の環境整備及びコンプライアンスの周知徹底を
図っております。    
　また、各部店長に次ぐ職位にある者をコンプライアンス責任者と
して任命し、行員のコンプライアンス意識の啓発や各種ルールの徹
底を図り、日常業務等についてコンプライアンスの立場より適切な
指導を行っております。    

●コンプライアンス統括責任者等の配置

　コンプライアンスとは、法律、内部規定、ルール等を厳格に遵守することを言います。
　銀行は高い公共性を有し、信用秩序の維持、預金者の保護、金融の円滑化を通じて、広く国民経済の健全な発展に貢献していくという社会的
責務を負っております。
　このため、銀行におけるコンプライアンスとは、お客さまや地域社会の発展に貢献するために、数多くの法令やルールを遵守しながら、お客さ
まへ質の高い商品やサービスを提供することを意味します。
　当行では、コンプライアンス態勢の強化を経営の大きな課題として捉え、法令やルールの遵守を徹底するとともに、健全で公正な業務運営を
通じてお客さまや地域社会から信頼され選ばれる魅力ある銀行を目指しております。
　また、銀行の持つ社会的責任と公共的使命の重みを十分に認識し、企業倫理の構築を図るべく経営トップ自身が率先垂範し、全行的にコンプ
ライアンスの徹底に向けて取り組んでいます。
　具体的には、役職員の倫理観の醸成と、すべての行動指針として倫理綱領及びコンプライアンス・マニュアル等を作成し、コンプライアンス体
制の整備を行うとともに、研修会等を通して周知徹底を図り、日々の業務運営の中で着実に実践していくよう努めています。
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個人情報保護態勢
●個人情報保護態勢の強化
　お客さまからお預かりしている個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に従い、適切な取扱いに努めると共に漏洩防止
対策を講じる等、個人情報保護に対する積極的な取組みを行っております。

●個人情報保護宣言（当行ホ－ムペ－ジへの掲載・営業店でのポスタ－掲示により公表しております｡）
　株式会社　沖縄海邦銀行（以下「当行」という。）は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報（お客さまの個人番号及び個人
番号をその内容に含む個人情報（以下、総称して「特定個人情報等」といいます）を含みます）の適切な保護と利用に関する取組方針を宣
言いたします。

1.　個人情報保護に関する法令等の遵守について
　　当行は、個人情報の保護に関する法律・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律・ガイドライン・
　　その他の規範等を遵守して、お客さまの個人情報を取扱いいたします。

2.　個人情報の利用目的について
　　(1) 当行は、個人情報の取得・利用にあたっては、その利用目的を特定し、お客さまの同意を得ている場合、法令等に基づく場合を 
　　　　除き、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。なお、「行政手続における特定の個人を識別
　　　　するための番号の利用等に関する法律」における個人番号の利用等、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定され
　　　　ている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。
　　(2) 当行は、個人情報の利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケートの集計のためのみに利用する 
　　　　など取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
　　(3) 当行は、取得した個人情報を、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで利用することにつ
　　　　いて、お客さまより中止のお申出があった場合は、当該目的での利用を中止いたします。
　　(4) 利用目的につきましては、当行のホームページ等で公表いたします。

3.　個人情報の適正な取得、提供について
　　(1)  当行は、適正かつ適法な手段により個人情報を取得いたします。
　　　　当行では、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得することがあります。
　　　　・預金口座のご新規申込書など、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合
　　　　・各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合
　　(2) 当行は、お客さまとの間で契約を締結することに伴って、直接書面に記載されたお客さまの個人情報を取得する場合には、その 
　　　　利用目的をお客さまに明示することといたします。尚、与信事業に際して個人情報を取得する場合には、その利用目的について
　　　　お客さまの同意を得ることといたします。
　　(3) 当行は、お客さまの同意を得ている場合、法令等に基づく場合、外部に委託する場合、当行の子会社等と共同利用する場合を除
　　　　き、お客さまの個人情報を第三者に提供いたしません。なお、特定個人情報等については「行政手続における特定の個人を識別
　　　　するための番号の利用等に関する法律」に限定的に明記された場合を除き、第三者へ提供いたしません。

4.　個人情報の安全管理措置について
　　当行は、お客さまの個人情報の漏洩、滅失または毀損、不正アクセスが生じないように組織的、人的、技術的な安全管理措置を講じ
　　て適切に管理いたします。
　　また、取得した個人情報を正確かつ最新の内容にするよう常に適切な措置を講じるよう努力いたします。

5.　保有個人データの開示、訂正等について
　　当行は、お客さまからの保有個人データの開示、訂正、利用停止等および第三者提供の停止を求められた場合は、ご本人であること
　　を確認させていただいたうえで、法令等の定めに従いお答えいたします。

6.　外部委託
　　　当行では、例えば、以下のような場合に、個人情報の取扱いの委託を行っております。なお、お客さまの個人情報を取扱う委託
　　　先（再委託先等も含みます）について、必要かつ適切な監督を行ってまいります。
　　（委託の事例）
　　　・借入償還予定表の作成、発送に関わる事務
　　　・各種カード等発行業務
　　　・投資信託販売業務
　　　・情報システムの運用、保守に関わる業務

7.　個人情報の取扱いに関するご質問および苦情について
　　当行は、お客さまの個人情報の取扱いに関するご質問および苦情を受けたときは、調査のうえ適切かつ迅速に対応いたします。
　　個人情報の取扱いに関するご質問、苦情については、つぎの相談窓口で受付いたします。

8.　個人情報保護の継続的な改善について
　　当行は、本宣言に基づき、お客さまの個人情報が適正に取扱われるよう従業者への教育・監督を徹底し、個人情報保護の継続的な改
　　善に努めます。

　　　平成28年1月

法令遵守態勢

〒900-8686　沖縄県那覇市久茂地2丁目9番12号　沖縄海邦銀行　お客さまサービス担当
フリーダイヤル ： 0120-461-354　FAX：098-867-5620　Eメール：customer＠kaiho‐bank.co.jp

【個人情報の取扱いに関するご相談窓口】
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　　　・各種カード等発行業務
　　　・投資信託販売業務
　　　・情報システムの運用、保守に関わる業務

7.　個人情報の取扱いに関するご質問および苦情について
　　当行は、お客さまの個人情報の取扱いに関するご質問および苦情を受けたときは、調査のうえ適切かつ迅速に対応いたします。
　　個人情報の取扱いに関するご質問、苦情については、つぎの相談窓口で受付いたします。

8.　個人情報保護の継続的な改善について
　　当行は、本宣言に基づき、お客さまの個人情報が適正に取扱われるよう従業者への教育・監督を徹底し、個人情報保護の継続的な改
　　善に努めます。

　　　平成28年1月

法令遵守態勢

〒900-8686　沖縄県那覇市久茂地2丁目9番12号　沖縄海邦銀行　お客さまサービス担当
フリーダイヤル ： 0120-461-354　FAX：098-867-5620　Eメール：customer＠kaiho‐bank.co.jp

【個人情報の取扱いに関するご相談窓口】
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リスク管理態勢の強化
●リスク管理態勢の強化

　当行では、想定される諸リスクを総合的に把握・管理するための部
署として、リスク管理部を設置しています。
　リスク管理部は、本部各部の所管するリスク情報について定期的に
報告を求め、一元管理を行うとともに法令等遵守態勢・リスク管理態
勢等の対応状況についての適切性、有効性の検証を行っています。
　なお、検証の結果、改善事項が認められる場合は担当部署に対し、
改善指示・指導を行い、リスク管理態勢の充実・強化に努めています。

●リスク管理統括部署

乱数を用いてシミュレーションや数値計算する手法。多くの回数
を繰り返すことにより、近似的な数値を求めることができる。当
行では信用リスクの算出に１０万回のシミュレーションを行って
います。

モンテカルロ法

データの散らばり具合（ばらつき）を算出する方法。市場リスクの
定量化では、過去の一定期間（観測期間）のデータ（金利、株価、
為替等）のばらつきを用いてリスク量を算出します。

分散共分散法現在保有するポートフォリオ（資産と負債の構成）において、将来
の一定期間（保有期間）に一定確率の範囲内で発生する最大損失
想定額をいいます。

VaR

業務運営上抱えるリスクから生じる損失をカバーすることができ
る資本をいいます。

リスク資本

統合的リスク管理態勢について

　金融の自由化、規制緩和・情報化の進展による新たな業務展開等
に伴い、銀行のビジネスチャンスの拡大とともに、銀行経営に影響
を及ぼすリスクもますます多様化・複雑化してきております。
　こうした環境変化のなか、地域の発展に貢献し、金融機関として
の使命を果たすためには、経営の健全性をより高め、強固な収益基
盤を確立することが、重要な経営課題となっております。

　当行では、リスクカテゴリー毎に主管部署を定めてそれぞれのリスク特性に応じた管理を適切に行うとともに、カテゴリー毎に評価したリスク
を総体的に捉え、経営体力と比較・対照することによってリスクを適切な水準にコントロールするため統合的リスク管理部署を設置しております。 
        

地方公共団体を除く全債務者に対する与信残高

モンテカルロ法によるVaR計測

保有期間1年、信頼水準99％

有価証券の金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等

分散共分散法による分散効果考慮後のVaR計測

保有期間6ヶ月、観測期間5年、信頼水準99％

預貸金、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債

分散共分散法によるVaR計測

保有期間1年、観測期間5年、信頼水準99％

基礎的手法（1年間の粗利益の直近3年の平均×15％）

計測対象

計測方法

保有期間等

計測対象

計測方法

保有期間等

計測対象

計測方法

保有期間等

　　貸出金の信用リスク

　　有価証券の市場リスク

　　預貸金等の金利リスク

　オペレーショナル・リスク

市
場
リ
ス
ク

●統合リスク量の状況

自己資本
36,734
百万円

バッファー
17,338
百万円

リスク資本
18,800
百万円

コア資本
（一般貸倒引当金控除後）

36,138
百万円

未使用額
5,290百万円

有価証券の市場リスク
4,092百万円

貸出金の信用リスク
2,337百万円

統合リスク量
13,510百万円

オペレーショナル・リスク
1,722百万円

預貸金等の金利リスク
5,359百万円

●統合的リスク算出方法

監査役（会）

●個人情報保護に関する組識体制

取 締 役 会

常　務　会

情報資産保護に関する基本方針
（セキュリティ－・ポリシー）

情報資産保護に関する安全対策基準
（セキュリティ－・スタンダード）

顧客保護等管理状況の内部監査
（業務監査担当）

【統括部署】

【主管部署】

リスク管理部

リスク管理部

顧客情報統括管理責任者

リスク管理部長

【関連部署】 各　部

顧客情報管理責任者：部長

顧客情報管理担当者：次席者

【業務運営部署】 営業店

顧客情報管理担当者

次長・所長・副長・調査役

顧客情報営業店管理責任者

本店営業部長・支店長・ローンプラザ長

リスク統括委員会

リスク管理部
（リスク管理担当・法務担当）

●全国銀行協会相談室
　全国銀行協会相談室は、銀行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・苦情を受け付けるための窓口として、全国
銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会は無料です。
　詳しくは、全国銀行協会のホームページ
　http://www.zenginkyo.or.jp/adr/をご参照ください。
　また、全国銀行協会相談室がお客様から苦情の申し出を受け、原
則として２ヶ月を経過してもトラブルが解決しない場合には、「あっ
せん委員会」をご利用になれます。詳しくは全国銀行協会相談室に
お尋ねください。
　【電話番号】0570-017109　または　03-5252-3772
　【受 付 日】月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）
　【受付時間】午前９時～午後５時
※全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決
　機関です。

●証券・金融商品あっせん相談センター
　証券・金融商品あっせん相談センターは日本証券業協会から苦
情解決および紛争解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利法
人であり、金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を
図ります。
　詳しくは、日本証券業協会のホームページ
　http://www.jsda.or.jp/をご参照ください。
 【電話番号】0120－64－5005
 【受 付 日】月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）
 【受付時間】午前9時～午後5時

　ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わるあっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法です。
　銀行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・苦情については、当行「お客様サービス担当」（※P19をご参照ください。）
に加え、下記の機関でも受け付けています。

金融ADR制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）について

リスク管理態勢


