料

編

リスク 管 理

資

会社デ ー タ
財務デ ー タ
︵連結︶

リスク管理態勢
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バーゼル規制への対応

79

統合リスク管理
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市場リスク管理／市場流動性リスク管理

80

資金流動性リスク管理

81

信用リスク管理

81

オペレーショナル・リスク管理

84

自己資本の充実の状況
︵単体︶

78

自己資本の充実の状況
︵連結︶

リスクの区分と定義

財務デ ー タ
︵単体︶

リスク管理

報 酬 等に関す る
開示事項
銀行代理業を営む営業所
または事務所一覧

開 示 項 目一覧
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リスク管理
金融のグローバル化および IT 技術の進展などに伴って 、金融業務は多様化・複雑化し、金融機
関におけるリスク管理はますます重要度を増しています。当行では、リスク管理を経営上の重要
課題と認識し、直面するリスクを把握・制御するなど、リスク管理の高度化に取り組んでいます。
当行のリスク管理は、
「財務の健全性および業務の適切性を確保しつつ企業価値を高めていく
ため、経営戦略およびリスク特性などに応じてリスクを適切に管理し、資本の有効な活用を図るこ
と」を基本原則としています。
また、リスク管理にかかわる組織と役員・社員の権限・責任については、利益相反関係が生じな
いように留意し、適切な相互牽制機能が発揮できる態勢を整備しています。

リスクの区分と定義
当行では、管理するリスクを以下のとおり区分・定義した上で、リスク特性に応じたリスク管理を行っています。
リスクの区分

リスクの定義

市場リスク

金利、為替、株式などのさまざまな市場のリスク・ファクター の変動により、資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値
が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク

市場流動性リスク

市場の混乱などにより市場において取引ができなかったり、通常よりも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

資金流動性リスク

運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく
高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク
（資金繰りリスク）

信用リスク

信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、損失を被る
リスク

オペレーショナル・リスク

業務の過程、役員・社員の活動もしくはシステムが不適切であることまたは外生的な事象により損失を被るリスク

事務リスク

役員・社員などが正確な事務を怠る、あるいは事故・不正などを起こすことにより損失を被るリスク
なお、事務リスクとして管理する事象には、事務に関連して発生する外部不正も含む

システムリスク

コンピュータシステムのダウンまたは誤作動など、システムの不備などに伴い損失を被るリスク、さらにコンピュータ
が不正に使用されることにより損失を被るリスク

情報資産リスク

システム障害や不適正な事務処理などによる情報の喪失、改ざん、不正使用または外部への漏洩などにより損失を
被るリスク

法務リスク

法令など
（法律および命令ならびに内規・事務取扱手続など）の遵守を徹底できないことにより、損害賠償、罰金、
課徴金または顧客からの評判低下などの損失を被るリスク

人的リスク

人事運営上の不公平・不公正、差別的行為などから損失を被るリスク

有形資産リスク

有形資産が災害その他の事象から毀損を受けることにより損失を被るリスク

レピュテーショナルリスク

当行に関係する事実でない情報が世間一般 、またはその一部に広がることにより、信用の失墜やイメージダウンが
引き起こされ、結果として顧客や資金調達先の喪失 、取引条件の悪化などの損失を被るリスク

リスク管理態勢
当行では、各リスクカテゴリーを管理する部署を設ける

し、各種リスクの特性を考慮した上でそ の管理状況を報

とともに全体のリスクを統合的に管理する機能の実効性を

告し、リスク管理の方針やリスク管理態勢などを協議して

確保するため、各リスクカテゴリーを統合して管理する部

います。

署（リスク管理統括部）
を、各業務部門からの独立性を確保
した上で設置しています。
また 、リスク管理・運営のため 、経営会議の諮問機関と
して専門委員会（リスク管理委員会、ALM 委員会）
を設置
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ゆうちょ銀行

新商品・新規業務の導入にあたっては、事前にリスク審
査を行い 、新商品・新規業務に関するリスクを適切に管理
する態勢を整備しています。
※「リスク管理体制図」は、P.68 に記載しています。

バーゼル銀行監督委員会は 、銀行の健全性を確保する

の検証 ）」、開示の充実を通じて市場規律の実効性を高

ための国際的な規制の枠組みとして、自己資本比率規制、

める「第 3 の柱（市場規律）」に対応することが求められて

レバレッジ比率規制、流動性規制から構成されるバーゼル

います。

Ⅲを定めています。当行では、国内基準行向けに適用され
バ ー ゼル規制では 、最低所要自己資本などを定めた
「第 1 の柱（最低要件）」、第 1 の柱の対象となっていない

2021 年3 月31 日現在、当行の自己資本比率は15.53%
（連結）であり、規制水準（ 4% 、国内基準）を上回ってい

会社デ ー タ

た基準に基づき、適切に対応しています。

リスク 管 理

バーゼル規制への対応

ます。
なお、自己資本比率を算出するにあたり、信用リスク・
アセットの額は標準的手法、オペレーショナル・リスク相当

含めて主要なリスクを把握した上で、経営上必要な自己資

額は基礎的手法により算出しています。マーケット・リスク

本額を検討する「第 2 の柱（金融機関の自己管理と監督上

相当額については、不算入の特例を適用しています。

財務デ ー タ
︵連結︶

リスク
（銀行勘定の金利リスク、信用集中リスクなど）も

統合リスク管理
ています。加えて、フォワード・ルッキングな視点で経営の

リスク、資金流動性リスク、信用リスク、オペレーショナル・

持続可能性の観点から経営計画等の妥当性を検証すること

リスクの 5 つのカテゴリーに区分し、定量・定性の両面から

を目的に、マクロ経済環境の悪化を想定した複数のストレス・

管理を実施しています。

シナリオに基づき、財務、自己資本比率などに与える影響

「統合リスク管理」を導入しています。具体的には、自己資

を確認するストレス・テストを実施しています。

自己資本の充実の状況
︵連結︶

定量的な管理については、リスクを計量化して制御する

財務デ ー タ
︵単体︶

当行では 、管理するリスクを市場リスク、市場流動性

定性的な管理については 、定量的な管理とあわせて 、
各種のリスク特性に応じた管理を実施しています。たとえ

設定し、リスクの種類と業務の特性に応じて、リスクを取得

ば、オペレーショナル・リスクについては、リスクの認識、評

している業務に割り当て
（リスク資本の配賦）
、客観性・適切

価、管理、削減のプロセスを統一的に実施し、PDCA サイ

性を確保した統一的な尺度であるVaR（バリュー・アット・

クルを構築しています。

リスク：保有する資産・負債に一定の確率のもとで起こり

リスク資本の配賦については、取締役会で承認された

得る最大の損失額を把握するための統計的手法）
を用い

配賦資本の総量に基づき、ALM 委員会および経営会議の

て市場リスクや信用リスクを計量化し、取得リスクを制御し

協議を経て代表執行役社長が決定しています。

自己資本の充実の状況
︵単体︶

本のうちリスク取得の裏づけ対象とする総量をあらかじめ

リスクバッファー

リスク資本
（自己資本など）
配賦資本

市場リスク分

オペレーショナル・リスク

市場リスク

取得リスク量

開 示 項 目一覧

信用リスク分

未配賦資本
（リスク資本の追加的配賦・ストレス事象などへの備え）

銀行代理業を営む営業所
または事務所一覧

オペレーショナル・リスク分

報 酬 等に関す る
開示事項

● リスク資本の配賦

信用リスク
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市場リスク管理／市場流動性リスク管理
・市場リスク管理態勢
当行では、市場運用中心の資産、定額貯金中心の負債と
いう特徴を踏まえ、その業務特性・リスクプロファイルを

や期間構成を変化させるだけでなく、金利スワップなどの
ヘッジ手段も使用しています。

踏まえた市場リスク管理を行っています。

市場リスク管理において相互牽制機能を確保するため、

統計的な手法であるVaRにより市場リスク量を定量的に
計測し、自己資本などの経営体力を勘案して定めた資本配

フロント部署・バック部署から組織的に分離したミドル部署
としてリスク管理統括部を設置しています。

賦額の範囲内に市場リスク量が収まるよう、市場リスク限度

市場リスク管理態勢の整備・運営に関する事項および

枠や損失額などの上限を設定しモニタリング・管理などを実

市場リスク管理の実施に関する事項については 、リスク

施しているほか、統計的な推定の範囲を超えるような市場

管理委員会、ALM 委員会および経営会議の協議を経て

の急激な変化に備えてストレス・テストを実施しています。

決定しています。

また、当行における金利リスクの重要性についても十分

市場リスク量（ VaR ）の状況や 、市場リスク限度および

認識し、金利が10 ベーシスポイント上昇した場合の現在価

損失額限度の遵守状況などについて 、日次で直接経営陣

値変動額（10BPV ）
を使用して日次でモニタリングを行っ

まで報告し、適切な判断を迅速に行えるようにしています。

ているほか、さまざまなシナリオによる損益シミュレーショ

また、バック・テスティングやストレス・テストによるリスク

ンを実施するなど、金利リスクを多面的および適切に把

の分析を定期的に行い経営会議などへ報告しています。

握する態勢を構築しています。

これらを通じ、市場リスクを適切にコントロー ルしながら、

10BPV のコントロー ルについては、資産や負債の残高
●

安定的な収益の確保ができるよう努めています。

市場リスク管理体制
取締役会／代表執行役社長／経営会議
ＡＬＭ委員会／リスク管理委員会
取引状況などの報告

フロント部署

市場統括部／クレジット投資部
株式投資部／債券投資部 など

定例報告

モニタリング

ミドル部署（リスク管理統括部）

約定確認

バック部署（市場管理部）

・市場リスクの計測手法
当行の市場リスク量（ VaR ）計測に用いるモデルについ

銀行に滞留する預金（い わゆるコア預金）につ い ては 、

ては 、ヒストリカル法を採用しており、片側 99% の信頼

モデルにより残高の推計と期日へ の振分けを行って い

水準、保有期間 240 営業日（1 年相当）
、観測期間 1,200

ます。定額貯金については、モデルを用いて推定した将来

営業日（5 年相当）
により算出しています。

キャッシュ・フローによる計測を行っています。

なお、流動性預金のうち、引き出されることなく長期間

・ストレス・テスト
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VaR は過去のデ ータに基づき一定の確率で統計的に

のリスク計測では捉えられない過去のイベントや当行の

求められる最大損失額であるため 、市場の急激な変化が

ポートフォリオ特性等を反映した想定外の悪化等に対する

生じた場合や想定する前提が崩れた場合のリスクを適切に

リスクを把握するため、定期的にストレス・テストを実施し、

把握できないことがあります。そのため 、当行では通常

経営会議などへ報告しています。

ゆうちょ銀行

市場流動性を確保するため 、保有資産および市場環境
の状況を把握し、適切な管理を行うことを市場流動性リスク

リスク 管 理

・市場流動性リスク管理
管理の基本的な考え方とし、リスク管理統括部において 、
市場リスクとあわせてモニタリングを実施しています。

・市場リスクの状況
●

VaR の状況（2020 年 4 月 1 日〜 2021 年 3 月 31 日）

は右記のとおりとなっています。

（単位：億円）

なお、当行は現在バンキング業務のみであり、
トレーディ
ング業務は行っていません 。

会社デ ー タ

2020 年度の当行における市場リスク量（ VaR ）の状況

2020 年度

年度末値

最大値

最小値

平均値

36,895

36,972

29,536

33,714
財務デ ー タ
︵連結︶

資金流動性リスク管理
資金流動性リスク管理を行うにあたっては 、安定的な

行い 、必要に応じて適時適切に対応するとともに、予期し

資金繰りを達成することを目的として、資金繰りに関する

ない資金流出などに備えて常時保有すべき流動性資産の

指標などを設定し、モニタリング・管理などを実施してい

額を管理することを資金流動性リスク管理の基本的な考

ます。

え方としています。
資金流動性リスクを管理するための態勢として 、リスク

財務デ ー タ
︵単体︶

当行では、資金の調達環境について常にモニタリングを

また、資金繰りの状況および資金調達の動向に応じて、
「平常時」、
「懸念時」、
「危機時」のフェーズ区分を設定し、

分析などを実施しています。

自己資本の充実の状況
︵連結︶

管理統括部を設置し、資金流動性リスクのモニタリング・ 「懸念時」および「危機時」の主な対応をあらかじめ定めて
います。

信用リスク管理
当行では 、統計的な手法である VaR により信用リスク
量を定量的に計測し、自己資本などの経営体力を勘案して
定めた資本配賦額の範囲内に信用リスク量が収まるよう、

としてリスク管理統括部 、審査部署として審査部を設置
しています。
リスク管理統括部では、信用リスク計測、信用集中リス
ク管理 、内部格付制度等の信用リスク管理に関する統括

などを実施しているほか、統計的な推定の範囲を超える

を行っています 。審査部では 、内部格付の付与、債務者

ような大規模な経済変動に伴う信用度の悪化に備えてスト

モニタリング、大口与信先管理、融資案件審査などの個別

レス・テストを実施しています。

与信管理を行っています。
信用リスク管理態勢の整備・運営に関する事項、および

ル ープおよび国・地域ごとにエクスポージャー の上限を

信用リスク管理の実施に関する事項については 、定期的

設定し、モニタリング・管理などを実施しています。

にリスク管理委員会、ALM 委員会および経営会議の協議

銀行代理業を営む営業所
または事務所一覧

また 、信 用 集 中リスクを抑えるために、個 社・企 業グ

報 酬 等に関す る
開示事項

信用リスク限度枠などの上限を設定しモニタリング・管理

信用リスク管理において相互牽制機能を確保するため、

自己資本の充実の状況
︵単体︶

・信用リスク管理態勢

を経て決定しています。

フロント部署・バック部署から組織的に分離したミドル部署

開 示 項 目一覧
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●

信用リスク管理体制
取締役会／代表執行役社長／経営会議
ＡＬＭ委員会／リスク管理委員会
取引状況などの報告

審査結果報告など

定例報告

審査部署（審査部）
内部格付の付与
案件審査

フロント部署

市場統括部／クレジット投資部
株式投資部／債券投資部 など

モニタリング

ミドル部署（リスク管理統括部）

約定確認

バック部署（市場管理部）

・与信業務規範の基本原則
与信業務の基本的な理念や行動の指針等を明文化する
ことにより、すべての役員・社員が健全で適切な与信業務

「公共性の原則」、
「健全性の原則」、
「収益性の原則」を基本
原則としています。

の運営を行うことを目的とした「与信業務規程」を定め 、

・信用リスクの計測手法
当行の信用リスク量（ VaR ）計測に用いるモデルについ

水準、計測期間 1 年により算出しています。

ては 、モンテカルロ法を採用しており、片側 99% の信頼

・ストレス・テスト

VaR はデフォルト率などのデータにより一定の確率で

のリスク計測では捉えられない過去のイベントや当行の

統計的に求められる信用リスク量であるため 、大規模な

ポートフォリオ特性等を反映した想定外の悪化等に対する

経済変動に伴い信用度が悪化した場合はリスクを適切に

リスクを把握するため 、定期的にストレス・テストを実施

把握できないことがあります 。そのため、当行では通常

し、経営会議などへ報告しています。

・内部格付制度
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内部格付は、日常与信管理での与信方針への反映、信用

の準備作業などに活用するため、信用度に応じて、債務者

リスク計測 、適正なプライシング、与信ポートフォリオの

などを次ページのとおり14 の区分に分類して管理を行っ

運営・管理、自己査定の一次作業および償却・引当のため

ています。

ゆうちょ銀行

●

内部格付の体系
概

1

信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。

2

信用力は極めて高く、優れた要素がある。

3

信用力は高く、部分的に優れた要素がある。

5
6

債務者区分

正常先

信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。

会社デ ー タ

a
b
a
b
a
b

4

念

リスク 管 理

表記

信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。
信用力は現状問題ないが、絶えず注意すべき要素がある。

7

金利減免・棚上げを行っているなど貸付条件に問題のある、元本返済もしくは利息支払いが事実上延滞しているなど履
行状況に問題があるほか、業況が低調ないしは不安定または財務内容に問題があるなど今後の管理に注意を要する。

8

元金または利息の支払いが 、約定支払日の翌日を起算日として 3 カ月以上延滞しているまたは経済的困難に陥った債務
者の再建または支援を図り、当該債権の回収を促進することなどを目的に、有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定
などを行っている。

（要管理先）

9

現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画などの進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に
陥る可能性が大きいと認められる。

破綻懸念先

10

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの 、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にある
と認められるなど実質的に経営破綻に陥っている。

実質破綻先

11

法的・形式的な経営破綻の事実が発生している。

要注意先
財務デ ー タ
︵連結︶
財務デ ー タ
︵単体︶

破綻先

自己査定は信用リスク管理の一環として、保有する資産

定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、下記の
引当を行っています。

に応じた適切な分類を行うものであり、償却・引当の準備

・正常先債権および要注意先債権に相当する債権につい

作業として行っています。なお、貸倒引当金の詳細な計上

ては、一定の種類ごとに分類し、予想損失率などに基づ

基準は以下のとおりです。

き引き当てています。

貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に

・破綻懸念先債権に相当する債権については 、債権額か

則り、
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却

ら担保の処分可能見込額および保証による回収可能見

及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」
（日本公認会計

込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当

士協会銀行等監査特別委員会報告第4 号）
に規定する債務

てています。
・破綻先債権および実質破綻先債権に相当する債権につい

は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署などが資

ては、債権額から、担保の処分可能見込額および保証に

産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査

よる回収可能見込額を控除した残額を引き当てています。

報 酬 等に関す る
開示事項

者区分ごとに次のとおり計上しています。すべての債権

自己資本の充実の状況
︵単体︶

を回収の危険性または資産価値の毀損の危険性の度合い

資産分類および内容
資産の分類
非分類（Ⅰ分類）

銀行代理業を営む営業所
または事務所一覧

●

自己資本の充実の状況
︵連結︶

・自己査定、償却・引当

資産の内容
Ⅱ分類、Ⅲ分類およびⅣ分類としない資産であり、回収の危険性または価値の毀損の危険性について、問題のない資産
債権確保上の諸条件が満足に充たされないため、あるいは、信用上疑義が存するなどの理由により、その回収について通常
の度合いを超える危険を含むと認められる債権などの資産

Ⅲ分類

最終の回収または価値について重大な懸念が存し、したがって損失の発生の可能性が高いが、その損失額について合理的な
推計が困難な資産

Ⅳ分類

回収不可能または無価値と判定される資産

開 示 項 目一覧

Ⅱ分類
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・個別信用供与先管理
信用供与先の信用リスクの適時・適切な把握のため 、

よる格付引下げ懸念先、株価の急落先など、業況を注視す

債務履行状況、財務状況、その他信用力に影響を及ぼす

る必要がある債務者については、より厳格なモニタリング

事項を随時モニタリングしています 。また 、業績悪化に

を実施することとしています。

オペレーショナル・リスク管理
当行では 、オペレーショナル・リスクを「事務リスク」、

●

オペレーショナル・リスク管理体制

「システムリスク」、
「情報資産リスク」、
「法務リスク」、
「人的
取締役会／代表執行役社長／経営会議／リスク管理委員会

リスク」、
「有形資産リスク」、
「レピュテーショナルリスク」
の 7 つのリスクカテゴリーに分類しています。

リスク管理状況などの報告

指示

業務の適切性を維持するため 、業務に内在するリスク
について、特定、評価、コントロー ル、モニタリングおよび

オペレーショナル・リスク管理統括部署（リスク管理統括部）

削減を行うことを基本にリスク管理を行っています。

各オペレーショナル・リスク管理所管部署

報告

指示

各業務所管部署（本社・営業所など）

リスク管理にあたっては 、業務に内在するリスクを特定

特にリスク管理態勢の強化が必要であると認識したリスク

し、リスクの発生頻度と影響度などによりリスクの評価を

については、改善計画を策定し、リスクを削減するための

行い、重要度に応じて、コントロール
（管理態勢）
を設定し、

改善策を検討・策定することとしています。

モニタリングを行い、必要に応じた対策を実施しています。

当行では 、事務事故・システムトラブルなどの顕在化事

また、当行は、業務プロセス、商品、システムなどに内在

象をシステムによって報告する態勢を整備しています。こ

するオペレーショナル・リスクを洗い出し、それを削減する

の報告内容は 、事務事故・システムトラブルなどの発生要

ための 管 理 の 有 効 性を定 期 的に自己 評 価する「 RCSA

因や傾向を分析し、有効な対策を講じるための基礎データ

（ Risk ＆ Control Self-Assessment ）」を実施していま

として活用しています。

す。RCSA の実施結果に基づいて改善を要するリスクや、
● リスク評価などの実施方法

報告

モニタリング

手続に規定す る
コントロー ルの実施

改善・再発防止の実施

ゆうちょ銀行

改善計画策定

大
重要度評価基準
多

少
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重要度評価値

外部環境の変化などにより、
特にリスク管理態勢の強化が
必要と認識した事項

発生頻度

現状コントロー ル
︵ 管理態勢 ︶
の確認

リスクの洗い出し

重要度評価︵ 頻度と影響度な ど によ り評価 ︶

コントロー ル・削減

重要度に応じたリスクの
コントロー ル・削減・
モニタリングを実施

業務に内在する
リスクを特定、頻度と
影響度などにより、
リスクの重要度を評価
小

影響度など

大

小
各種事務事故・システムトラブルなどを基にオペレーショナル・リ
スクの管理状況を全体的に把握・分析し、経営会議などへ報告

