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リスクアペタイト・フレームワーク

リスク管理

リテール No.1 の実現に向けた戦略策定・実行の枠組み
りそなグループでは、リスクアペタイト・フレームワーク

リスク管理体制
計画決定の際は、リスクアペタイト指標を設定し、リス

リスク管理の基本的な考え方

当社および各グループ銀行等では、リスクカテゴリーご

の目的を「 経営資源の最適配分を通じたリスク・リターン、

ク・リターン、コスト・リターンの極大化に向けた最適な経

りそなグループは、2003 年 5 月に申請した公的資金によ

とにリスク管理部署を設けるとともに、各種リスクを統括管

コスト・リターンの極大化 」と定義し、
「 リテール No.1」の

営資源配分が図られていること、ストレステストなどを通じ

る資本増強に伴い、国民の皆さま、お客さまならびにその他

理し統合的に管理する統合的リスク管理部署（リスク統括部

実現に向けた戦略策定・実行のための重要なガバナンス・経

てリスクテイクが可能なこと、及びリスクコントロールが可

関係者の方々に対し、多大なご負担、ご迷惑をおかけしたこ

署）を設けています。リスクカテゴリーについては、主とし

営管理の枠組みと位置づけています。

能なことを確認しています。

とを踏まえ、リスク管理に関する以下の原則を定めて、管理

て下表の通りに分類し、各リスクの特性に適った手法に

体制・管理手法の高度化を図るとともにリスクのコント

よって管理しています。

経営戦略と計画の策定・決定

計画の実行と管理

経営戦略を策定する際には、当社が社会に対して果たし
ていくべき役割や内外の環境分析などを踏まえて、積極的
にリスクテイクを行う事業領域を明確化しています。
戦略の決定は、社外取締役が過半数を占めるりそなホー
ルディングス取締役会において、多角的かつ十分な議論を

ロールを行い、経営の健全性を確保しつつ収益力を向上で

計画の進捗状況は定期的に取締役会に報告され、戦略実
現に向けた深度ある議論が活発に行われています。
議論の結果は、リスクアペタイトや期中運営等の機動的
な見直しに反映され、戦略の実現可能性の確保を図ってい

きるよう、リスク管理に取り組んでいます。

性・リスクの状況などを踏まえ、リスク管理の方針を制定し

① 経営体力を超えたリスクテイクを行わない

ています。同方針には、リスク管理体制、リスク管理の枠組

② 顕在化した損失もしくは顕在化が予見される損失は、

みのほか、本来業務以外で極力リスクを取らない旨などの

先送りせずに早期処理を行う

方針を定めています。また、リスクカテゴリーごとの管理部

③ 収益に見合ったリスクテイクを行う

ます。

その他のグループ主要会社においても、各々の業務・特

署、およびリスクを統括管理する部署を設けています。

経て行われます。
リスク管理の方針とリスク管理体制の整備

その決定に基づき、執行部門は「 資金・収益計画 」
「 投資・
経費計画 」
「 人員計画 」
「 リスク限度計画 」
「 自己資本比率
計画 」などを策定します。

リスクアペタイト・フレームワークの運営プロセス

統合的リスク管理

りそなホールディングスでは、当グループにおけるリス

当社および各グループ銀行等では、統合的リスク管理部

ク管理の基本的な方針として「 グループリスク管理方針 」を

署を設置し、それぞれグループまたは各グループ銀行等の

制定しています。

統合的リスク管理を行う体制としています。

りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらいフィナンシャル

各グループ銀行等では、信用リスク、市場リスク、オペ

グループおよび同社のグループ銀行（以下、各グループ銀行

レーショナルリスクを VaR ※によって定量的に把握し、それ

等）は、
「 グループリスク管理方針 」に則り、各々の業務・特

に対して限度設定（資本配賦）を行い、リスクを許容できる

性・リスクの状況などを踏まえてリスク管理の方針を制定

範囲内に抑制しています。
当社は、各グループ銀行等のリスク限度の設定の際に、各

しています。
監督︵取締役会︶

リスクアペタイトの
明確化

管理すべき各種リスクの定義、リスク管理を行うための組

ループ全体の健全性を確認しています。また、定期的に各グ

織・体制、リスクを管理するための基本的枠組みなどを定め

ループ銀行等から管理状況について報告を受け、当グルー

ています。

プの統合的リスク管理状況を確認しています。
※ VaR（バリュー・アット・リスク）
：一定の信頼区間 ( 確率 ) および保有期間において被る
可能性のある最大損失額

監督

報告

リスクカテゴリー・定義と管理手法
管理手法

執行︵経営会議︶

リスクマネジメント
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モニタリング

グループ銀行等の限度設定内容を検証するとともに、当グ

資本
リスクと資本

りそなグループ

経営戦略の決定

リスク・リターン
コスト・リターン
の極大化

リスク
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収益

当社および各グループ銀行等のリスク管理の方針には、

計画策定

ストレス
テスト

計画決定

収益・リスク・資本・資源配分の
計画策定・決定
リスクアペタイト指標の設定

計画実行
見直し

リスクカテゴリー

定義

信用リスク

与信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

リスク限度設定、信用格付制度、
ポートフォリオ管理、与信審査管理 など

市場リスク

金利、為替、株式等の様々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）
の価値などが変動し損失を被るリスク

リスク限度設定、損失限度設定、
ポジション限度設定 など

流動性リスク

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などにより損失を被るリスク

緊急時フェーズ認定、緊急時対応体制の整備、
流動性リスク指標ガイドライン など

オペレーショナルリスク

内部プロセス・人・システムが不適切あるいは機能しないこと、外部要因
により生ずる損失に関するリスク

、
オペレーショナルリスク評価
（CSA）
損失データ分析、リスク指標 など

レピュテーショナルリスク

マスコミ報道、評判・風説・風評などがきっかけとなり、損失を被るリスク

適時適切な情報発信、モニタリング、
危機管理体制整備

統合的リスク管理
（リスク限度設定、
リスクの評価、ならびに資本との比較 など）

りそなグループ
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コンプライアンス
また、当グループでは VaR などによるリスク計測の高度

こうした枠組みに基づき、当社は各社のリスク管理に関

化に努めていますが、統計的なリスク計測手法では必ずし

する方針および規程・基準・制度などの指示ないしは提示、

も捉えられないリスクもあります。当グループでは、VaR に

あるいは事前協議にて検証することによって、各社のリスク

よる管理の限界や弱点を調査・把握し、それらによる影響度

管理の枠組みをコントロールしています。

プライアンス委員会 」などにおいて、管理責任部署や責任者

基本的な取り組み

などによる対応策の協議・検討を行っています。

りそなグループでは、コンプライアンスを「 法令、ルール
はもとより社会規範を遵守すること 」と定義し、経営の最重

お客さまの情報の管理

を評価・認識しています。VaR で捕捉できていないリスクに

また、当社は各社のリスクに関する各種限度・ガイドライ

ついては、各種ストレステストの実施、リスク評価マップに

ンなどを事前に協議して、ないしは各社との意見交換など

コンプライアンスを浸透させるための基本的な取り組み

「 お客さま情報の保護 」は、お客さまが当グループを安心

よる定性評価などにより、統合的リスク管理の向上に努め

を通じて各社のリスクテイクの方針をコントロールしてい

として、役員・従業員の判断の原点となる「 りそなグループ

してご利用いただくための最も重要な事項の一つであると

ています。

ます。

経営理念 」
、経営理念を当グループが関係する人々に対する

考えています。当グループでは、各社における「 個人情報保

そのほか、当社は各社からリスクの状況およびその管理

基本姿勢の形で具現化した「 りそな WAY（りそなグループ

護宣言 」の公表や情報漏洩・紛失を防止するための体制整

状況に関する定期的報告および随時報告を受け、必要に応

行動宣言）
」
、経営理念とりそな WAY を役員・従業員の具体

備、徹底した従業員教育への継続的な取り組みなどにより、

じて指導・助言を行っています。

的行動レベルで明文化した「 りそな STANDARD（りそなグ

お客さま情報の適切な管理に努めています。

りそなホールディングスによるグループ管理
当社は、グループ共通事項としての各種方針・基準・制度
などを各グループ会社に指示ないしは提示します。

なお、当社におけるリスク管理体制は、下図の通りであ

一方で、各社は、当社より示された方針などに則ったリス

要課題の一つとして位置づけています。

ループ行動指針）
」を定めています。

り、各リスク管理部署が担当するリスクカテゴリー別に当グ

ク管理に関する重要事項を決定する場合は、当社と事前協

ループ全体のリスクを統括する体制としています。

議を行い、その協議結果を踏まえて各社で決定、ないしは

マネー・ローンダリング等防止に向けた取り組み
グループの運営体制

当グループでは、マネー・ローンダリングやテロ資金供与

グループのコンプライアンス運営体制

当社との意見交換などを踏まえた各社での決定事項を必要
に応じて当社に報告します。

グループのリスク管理体制図

の防止を重要な課題の一つと認識し、取引時確認の徹底、テ

りそなホールディングスに当グループのコンプライアン

ロリストらの資産凍結対象者との取引防止措置、システム

スを統括するコンプライアンス統括部を設け、同部が各グ

などによる疑わしい取引の検知・届け出など実効性ある管

ループ会社のコンプライアンス統括部署と連携し、グルー

理態勢を構築しています。

プ一体でコンプライアンス体制の強化を図っています。ま
た、
「 グループ・コンプライアンス委員会 」を設置し、当グ

りそなホールディングス

関西みらいフィナンシャルグループ

取締役会

取締役会

代表執行役

代表取締役

経営会議

経営会議
・グループリスク管理委員会

各種会議／
委員会

各種会議／
委員会

・グループコンプライアンス
委員会
・グループ流動性リスク
管理委員会

統合的リスク管理部署・
リスク管理部署

リスク統括部・リスク管理部署

経営管理

・住宅ローン管理委員会

関の社会的責任と公共的使命という観点から極めて重要で
グループの顧客保護等管理体制
の相談や苦情などへの対応、お客さま情報の管理、お客さま

グループの基本的な考え方としています。当グループでは、

・総合リスク管理委員会

との取引などにおいて発生する利益相反の管理など、お客

社内規則を整備するとともに役員・従業員への研修・啓発に

さまへの適切な対応や利便性の向上に関する体制の整備に

取り組むほか、警察等関係行政機関とも連携して、反社会的

積極的に取り組んでいます。具体的には、
「 グループ・コン

勢力との取引防止・関係遮断を図っています。

・信用リスク管理委員会

リスク統括部・リスク管理部署

りそなホールディングス傘下のグループ会社※

関西みらいフィナンシャルグループ傘下のグループ会社

市場
リスク

流動性
リスク

オペレー レピュテー
ショナル ショナル
リスク
リスク

リスク
カテゴリー

信用
リスク

ことのないよう、取引や取引への介入を排除することを当

・ALM委員会

経営管理（事前協議制度、報告制度、指導・助言）

信用
リスク

あり、各社が企業活動を通じて反社会的活動の支援を行う

当社および各銀行では、お客さまへの説明、お客さまから

経営管理（事前協議制度、報告制度、指導・助言）

リスク
カテゴリー

反社会的勢力の排除
反社会的勢力との取引を遮断し根絶することは、金融機

る体制としています。

・コンプライアンス委員会

統合的リスク管理部署・
リスク管理部署

ループのコンプライアンスに関する諸問題を検討・評価す

市場
リスク

流動性
リスク

グループのコンプライアンス運営体制
りそなホールディングス
取締役会

オペレー レピュテー
ショナル ショナル
リスク
リスク

経営管理

コンプライアンス統括部

※中間持株会社である関西みらいフィナンシャルグループおよびその傘下
のグループ会社を除きます。

グループ会社

グループ・コンプライアンス委員会

経営管理

各グループ銀行等
取締役会

コンプライアンス委員会等
コンプライアンス統括部署
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