
【ふくおかフィナンシャルグループ SASB 対照表】 

2021年 11月 24 日時点 

 

トピック データセキュリティ 

会計指標 （1）データセキュリティ侵害の件数、（2）個人情報を含む割合（PII）、（3）

影響を受けた口座の所有者数 

分類 定量的指標 

単位 件、%、人 

コード FN-CB-230a.1 

統合報告書 - 

ウェブサイト - 

 

トピック データセキュリティ 

会計指標 データセキュリティリスクを特定し、対処するための方法の説明 

分類 考察・分析 

単位 - 

コード FN-CB-230a.2 

統合報告書 サイバーセキュリティへの取り組み 

サイバーセキュリティ対策グループを設置し、セキュリティベンダや外部機

関からサイバー攻撃手法の動向や脆弱性といったセキュリティ関連情報を

収集・集約し一元的な対策状況の管理を実施しています。 

詳細は、「統合報告書」の P.68-69および、「財務データ編」P.40-41をご参

照ください。 

ウェブサイト - 

 

トピック 金融包摂と能力構築 

会計指標 中小企業や地域開発の促進を目的としたプログラムの対象となる貸付の（1）

件数、（2）残高 

分類 定量的指標 

単位 件、報告通貨 

コード FN-CB-240a.1 

統合報告書 SASBの会計指標における「中小企業や地域開発の促進を目的としたプログ

ラム」 は、米国の法令・制度等を前提としています。そのため、日本の事

情を踏まえた、当社の地域活性化を目的とした金融サービスの定量データお

よび取り組みについてご説明します。 

https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/tougou/202110/all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/202107_zaimu/202107_zaimu_all.pdf


 

地域活性化に関する取り組み 

・地元中小企業融資先に対する与信残高および保全率は、「財務データ編」

P.11、ライフステージに応じた融資先数や融残残高は、｢財務データ編」P.12、

地域活性化に向けた取り組みについては、「財務データ編」P.9-16、P.19-21

をご参照ください。 

 

なお、中小企業等向け貸出金残高は、「財務データ編」P.147、P.205、P.260

をご参照ください。 

ウェブサイト - 

 

トピック 金融包摂と能力構築 

会計指標 中小企業や地域開発の促進を目的としたプログラムの対象となる延滞債権

の（1）件数、（2）金額 

分類 定量的指標 

単位 件、報告通貨 

コード FN-CB-240a.2 

統合報告書 SASBの会計指標における「中小企業や地域開発の促進を目的としたプ 

ログラム」 は、米国の法令・制度等を前提としています。そのため、日本

の事情を踏まえた、当社の中小企業向け経営改善支援等について開示しま

す。 

 

中小企業向け経営改善支援等 

地域経済の発展に取り組む地域金融グループとして、中小企業者からご返済

条件の変更等のお申込みがあった場合には、適時適切に対応していきます。

特に、経営改善・事業再生に関するご相談をいただいた場合は、事業の可能

性その他の状況を勘案しつつ、経営改善計画の策定支援ならびに進捗管理、

助言を行うよう努めます。 

経営改善支援先等の実績は、「財務データ編」P.15-16をご参照ください。 

ウェブサイト - 

 

トピック 金融包摂と能力構築 

会計指標 以前は銀行口座を全く持たなかった、または銀行口座はあるがノンバンクを

利用していた人向けの無料の小売当座預金口座数 

分類 定量的指標 

単位 口座 

https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/202107_zaimu/202107_zaimu_all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/202107_zaimu/202107_zaimu_all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/202107_zaimu/202107_zaimu_all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/202107_zaimu/202107_zaimu_all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/202107_zaimu/202107_zaimu_all.pdf


コード FN-CB-240a.3 

統合報告書 - 

ウェブサイト - 

 

トピック 金融包摂と能力構築 

会計指標 銀行口座を全く持たない層(unbanked)や銀行口座はあるがノンバンクを利

用している層(underbanked)、または十分なサービスが受けられない層

(underserved customers)向けの、金融啓発活動への参加者数 

分類 定量的指標 

単位 人 

コード FN-CB-240a.4 

統合報告書 SASBの会計指標における「銀行口座を全く持たない層(unbanked) や銀行口

座はあるがノンバンクを利用している層(underbanked)、または十分なサー

ビスが受けられない層(underserved customers)」 は、米国の法令・制度等

を前提としています。そのため、日本の事情を踏まえた、当社の個人向け金

融サービスについてご説明します。 

 

個人向け金融サービス 

預金、保険、ローン、資産運用など、個人のお客さまに向けた金融サービス

を幅広くラインアップしています。また、独自システム「投信のパレット」

で最適な投信の組み合わせを提案しています。 

詳細は、「統合報告書」の P.32-33をご参照ください。 

ウェブサイト 金融経済教育受講者数 

2020年度 5,278 人 

詳細は、下記リンクをご参照ください。 

生涯学習支援 

 

トピック 信用分析における環境・社会・ガバナンス要因の組み込み 

会計指標 業種別の商工業信用リスク 

分類 定量的指標 

単位 報告通貨 

コード FN-CB-410a.1 

統合報告書 信用リスクに関するエクスポージャーの連結期末残高およびエクスポージ

ャーの主な業種別の内訳は、「財務データ編」P.101をご参照ください。 

ウェブサイト - 

 

https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/tougou/202110/all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/csr/csr_study.html
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/202107_zaimu/202107_zaimu_all.pdf


トピック 信用分析における環境・社会・ガバナンス要因の組み込み 

会計指標 信用分析において、環境・社会・ガバナンス（ESG）要因を組み込み方法に

関する説明 

分類 考察・分析 

単位 - 

コード FN-CB-410a.2 

統合報告書 環境・社会に配慮した融資の取組み方針 

投融資にかかる具体的な方針として、福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行に

おいて「環境・社会に 配慮した融資の取組み方針」を定めています。 

詳細は、「統合報告書」P.48 をご参照ください。 

ウェブサイト 環境・社会に配慮した融資の取組み方針 

詳細は、下記リンクをご参照ください。 

環境・社会に配慮した融資の取組み方針 

 

トピック 企業倫理 

会計指標 詐欺、インサイダー取引、反トラスト、反競争的行為、市場操作、不正行為、

または他の関連する金融業界の法規制に伴う法的手続きの結果としての金

銭的損失の総額 

分類 定量的指標 

単位 報告通貨 

コード FN-CB-510a.1 

統合報告書 - 

ウェブサイト - 

 

トピック 企業倫理 

会計指標 内部通報制度の方針と手順の説明 

分類 考察・分析 

単位 - 

コード FN-CB-510a.2 

統合報告書 内部通用制度（社内窓口・社外窓口）を設置しています。詳細については、

「統合報告書」P.71をご参照ください。 

ウェブサイト 取締役会は、当社グループの役職員による内部通報に係る適切な体制を整備

し、その運用状況を監督する。コーポレートガバナンス・ガイドライン 

 

トピック システミックリスクマネジメント 

https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/tougou/202110/all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/csr/sdgs_torikumi.html
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/tougou/202110/all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/companyimage/data/20200626_cg.pdf


会計指標 カテゴリー別のグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIB）スコア 

分類 定量的指標 

単位 ベーシスポイント（bps） 

コード FN-CB-550a.1 

統合報告書 - 

ウェブサイト - 

（システム上重要な銀行（G-SIB）の選定にあたり実施されるスコア算定の対象外。） 

 

トピック システミックリスクマネジメント 

会計指標 強制、あるいは任意のストレステストの結果を自己資本計画や長期的な企業

戦略、その他事業活動内に組み込む方法についての説明 

分類 考察・分析 

単位 - 

コード FN-CB-550a.2 

統合報告書 金融機関を取り巻く外部環境が劇的に変化する中、ストレステストをビジネ

スモデルの持続可能性を評価する有効な手段と位置付け、複数の種類のスト

レステストを実施しています。信用リスクや市場リスク等の悪化を反映させ

た複数のストレス・シナリオによるリスク・アペタイトの妥当性、規制資本・

経済資本の充実度の検証等を行っています。 

詳細は、「統合報告書」P.65 及び「財務データ編」P.29 をご参照ください。 

ウェブサイト - 

 

トピック 従業員ダイバーシティとインクルージョン 

会計指標  (1) 経営管理層、(2)非経営管理層、(3)専門家(プロフェッショナル)、(4)

その他従業員における性別、人種/民族別の割合 

分類 定量的指標 

単位 % 

コード FN-IB-330a.1 

統合報告書 当社では、多様性を尊重する風土を醸成しています。「キャリア採用者数推

移」および「女性役職者の登用状況」については、「統合報告書」P.23 をご

参照ください。 

ウェブサイト - 

 

活動指標 

活動指標 セグメント別の（a）個人、（b）中小企業 の当座預金・普通預金の（1）口

https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/tougou/202110/all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/202107_zaimu/202107_zaimu_all.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/tougou/202110/all.pdf


座数、（2）金額 

分類 定量的指標 

単位 口座、報告通貨 

コード FN-CB-000.A 

統合報告書 SASBの推奨する指標は、米国の法令・制度等を前提としています。そのた

め、日本の法令・制度等を踏まえた、当社の総資金平残（預金＋NCD）のセ

グメント別内訳を開示します。 

「第 32回会社説明会資料」P.11および P.41 をご参照ください。 

ウェブサイト - 

 

活動指標 セグメント別の（a）個人、（b）中小企業、（c）法人の（1）融資件数、（2）

貸付金額 

分類 定量的指標 

単位 件、報告通貨 

コード FN-CB-000.B 

統合報告書 SASB の推奨する指標は、米国の法令・制度等を前提としています。そのた

め、日本の法令・制度等を踏まえた、当社の総貸出金平残のセグメント別内

訳を開示します。 

「第 32回会社説明会資料」P.10および P.38-39 をご参照ください。 

ウェブサイト - 

 

以上 

https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/data/20210525_ir.pdf
https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/data/20210525_ir.pdf

