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個  別  注  記  表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

  商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則

として決算期末月１カ月の市場価格の平均に基づいた時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただ

し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行って

おります。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

の評価は、時価法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 

有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並

びに 2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。            

建 物  ３８年～５０年 

      その他   ３年～２０年 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内

における利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

 (3) リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産

は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース

契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営

破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権について

は、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債

務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計

上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、本部査定部署

が２次査定を実施した後、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び
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保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して

おり、その金額は４,４８８百万円であります。 

 (2) 役員賞与引当金 

    役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当 

事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過

去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用   ： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額

法により費用処理 

数理計算上の差異 ： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理 

(4) 株式報酬引当金 

 株式報酬引当金は、株式給付信託（ＢＢＴ）制度による当行株式の交付に備えるため、役員株式給付

規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。  

  (5) 睡眠預金払戻損失引当金 

    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。 

７．リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が 2008 年４月１日前に開始する事業

年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

 (1) 金利リスク・ヘッジ 

当行は業務運営方針にリスク管理基準を設定して厳格に運用を行っており、そのうちヘッジ会計の

方法は、一部の資産・負債に金利スワップの特例処理を行っております。 

 (2) 為替変動リスク・ヘッジ 

    当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委

員会報告第 25号 平成 14年７月 29日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の

方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び

為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の

外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

９．消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 
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注記事項 

 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資総額     １,２５５百万円   

２．貸出金のうち破綻先債権額は５３８百万円、延滞債権額は２８,０７４百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40年政令第 97 号）

第 96 条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であり

ます。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

  なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６,９５９百万円であります。 

     なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は３５,５７２百万

円であります。 

  なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しており

ますが、その額面金額は、６,９３０百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

   有価証券         ６０,１６３百万円 

担保資産に対応する債務 

   預  金          ３,１０６百万円 

   債券貸借取引受入担保金   ５,２０４百万円 

   上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１０,６６９

百万円を差し入れております。 

   また、その他の資産には、保証金２２３百万円及び中央清算機関差入証拠金１２,１００百万円が含ま

れております。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約

であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、２９２,００５百万円であります。このうち契約残存

期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が２９０,５４０百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金

融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又

は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ

て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基

づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 
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９．土地の再評価に関する法律（平成 10年３月 31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日          1998年３月 31日 

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布

政令第 119号）第２条第４号に定める地価税法第 16条に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて奥行

価格補正等合理的な調整を行って算出。 

     同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額は当該事業用

土地の再評価後の帳簿価額の合計額を９,６５７百万円下回っております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額    ２０,７４１百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額        １,１２０百万円 

12．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金８,５００

百万円が含まれております。 

13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行

の保証債務の額は１１,０１９百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額  ３，１１５円４６銭 

15．関係会社に対する金銭債権総額     ４,６６４百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額      ３,８９１百万円 
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（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額            ２３百万円 

役務取引等に係る収益総額             ２６百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額     １９百万円 

その他の取引に係る収益総額             －百万円 

  関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額             ０百万円 

役務取引等に係る費用総額            ６２８百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額        ７５９百万円 

その他の取引に係る費用総額             －百万円 

２．１株当たりの当期純利益金額   １３７円１４銭 

３．継続的な地価の下落等により、以下の資産グループについて帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少

額２１３百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失 

四国地域 営業用等 土地 １８４百万円 

四国地域 寮・その他土地 土地   ４百万円 

四国地域 所有土地 土地  ２３百万円 

資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし出張所は母店にグルー

ピング）で行っております。 

資産のグループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」に準拠して評

価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

４．関連当事者との取引 

     子会社 

会社等の 

名称 
住所 

資本金 

(百万円) 
事業内容 

議決権

等の所

有割合 

関連当事者

との関係 

取引金額 

(百万円) 

取引の 

内容 

期末残高 

(百万円) 

㈱愛媛ジェ

ーシービー 

愛媛県 

松山市 
50 

クレジットカ

ード業務・ 

保証業務 

90％ 

 

・金銭貸借

預金取引 

・支払承諾 

保 証 料 の 

支払  628 

代位弁済の

受入  352 

当行貸

出金の

被保証 

被保証残高

141,023 

    取引条件及び取引条件の決定方針等 

     保証会社である㈱愛媛ジェーシービーは、各商品の保証料率に応じて債務者の弁済能力等を合理的

に判断し、保証の諾否を決定しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (単位：千株) 

 
当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末
株式数 

摘  要 

自己株式      

  普通株式 309 1 3 307 
（注）1（注）2 
（注）3 

 （注）1 当事業年度末の自己株式には株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株式１６８千株が含まれております。 

 （注）2  自己株式の増加は単元未満株式の買取による増加であります。 

   （注）3  自己株式の減少は役員株式給付による減少であります。 

 

２．「その他利益剰余金」のうち「積立金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおり

であります。 

 当事業年度期首残高 当事業年度変動額 当事業年度末残高 

有形固定資産 
圧縮積立金 

33 百万円 △0 百万円 33 百万円 

別途積立金 47,253 百万円 4,500 百万円 51,753 百万円 

 

 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれてお

ります。 

１．売買目的有価証券(2019 年３月 31日現在) 

   当事業年度の損益に含まれた 

評価差額(百万円) 

売買目的有価証券 △5 

 

２． 満期保有目的の債券(2019年３月 31日現在) 

 
種類 

貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

時価が貸借対

照表計上額を

超えるもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 2,070 2,080 10 

その他 － － － 

小計 2,070 2,080 10 

時価が貸借対

照表計上額を

超えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 9,365 9,282 △82 

その他 － － － 

小計 9,365 9,282 △82 

合計 11,435 11,362 △72 
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３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式(2019年３月 31日現在) 

 貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

子会社・子法人等株式、出資金 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合計 － － － 

  (注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 貸借対照表計上額(百万円) 

子会社・子法人等株式、出資金 1,255 

関連法人等株式 － 

合計 1,255 

   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

４．その他有価証券(2019年３月 31日現在) 

 
種類 

貸借対照表 

計上額(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 

株式 35,643 15,296 20,347 

債券 140,316 137,415 2,900 

 国債 20,176 20,039 136 

 地方債 83,671 82,318 1,352 

 短期社債 － － － 

 社債 36,467 35,057 1,410 

その他 101,220 98,073 3,147 

小計 277,180 250,785 26,394 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

株式 4,554 5,696 △1,142 

債券 41,133 41,601   △467 

 国債 40,982 41,450 △467 

 地方債 － － － 

 短期社債 － － － 

 社債 150 151 △0 

その他 178,731 184,250 △5,518 

小計 224,419 231,548 △7,128 

合計 501,600 482,334 19,266 

  (注) 非上場株式(３,５０３百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難で

あることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018 年４月 1日 至 2019年３月 31日) 

 売却額(百万円) 売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 1,338 155 265 

債券 100 0 － 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 100 0 － 

その他 11,950 121 168 

合計 13,388 276 434 

(注) 修正受渡日基準を採用しております。 
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６．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計

上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しておりま

す。 

当事業年度における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に対して時価の下落率が 50％以上の

銘柄は、全て減損処理を実施いたします。下落率が 30％以上 50％未満の銘柄については、過去の株価動向、

発行会社の業績の推移等を検討し回復する見込みがあると認められないと判断される銘柄について減損処理

を実施いたします。 

 
 
 
（税効果会計関係） 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金損金算入限度額超過額 5,417 百万円 

 減価償却損金算入限度額超過額 131  

 その他 2,066  

繰延税金資産小計 7,614  

評価性引当額 △4,999  

繰延税金資産合計 2,615  

繰延税金負債   

 有形固定資産圧縮積立金 △15  

 その他有価証券評価差額金 △5,462  

繰延税金負債合計 △5,478  

繰延税金資産の純額 △2,862 百万円 
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連  結  注  記  表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

連結計算書類の作成方針 

(1) 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいて

おります。 

 

(2) 連結の範囲に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等   ４社 

 会社名 

   ひめぎんビジネスサービス 株式会社 

   株式会社 ひめぎんソフト 

   ひめぎんリース 株式会社 

   株式会社 愛媛ジェーシービー 

②非連結の子会社及び子法人等    ３社 

 会社名 

えひめガイヤ成長産業化支援ファンド投資事業有限責任組合 

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013 

えひめアグリファンド投資事業有限責任組合 

    非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持

分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても

企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の

範囲から除外しております。 

 

(3) 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  ３社 

 会社名 

えひめガイヤ成長産業化支援ファンド投資事業有限責任組合 

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013 

えひめアグリファンド投資事業有限責任組合 
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会計方針に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ィ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他

有価証券については原則として連結決算期末月１カ月の市場価格の平均に基づいた時価法（売却原価

は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについ

ては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(ロ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価    

証券の評価は、時価法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 (4)  固定資産の減価償却の方法 

  ①有形固定資産（リース資産を除く） 

    当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに 2016 年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建 物  ３８年～５０年 

   その他   ３年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主とし

て定率法により償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行

並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しており

ます。 

③リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産｣及び「無形固定資産」中のリース資産

は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース

契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 (5) 貸倒引当金の計上基準   

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。  

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債

権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下の

なお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻

に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債

権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計

上しております。 

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、本部査定部署が

２次査定を実施した後、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び

保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額し

ており、その金額は当行４,４８８百万円、連結される子会社及び子法人等２８２百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して

必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額をそれぞれ計上しております。 

 (6) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当

連結会計年度に帰属する額を計上しております。 
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(7) 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給

見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(8)  株式報酬引当金の計上基準 

 株式報酬引当金は、株式給付信託（ＢＢＴ）制度による当行株式の交付に備えるため、役員株式給付

規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。  

 (9) 利息返還損失引当金の計上基準 

利息返還損失引当金は、将来の利息返還損失に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ最近の返

還状況を考慮する等により、返還額を合理的に見積り、計上しております。 

(10）退職給付に係る会計処理の方法 

   退職給付の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は

次のとおりであります。 

       過去勤務費用   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として５年）

による定額法により費用処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主

として５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理 

       なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連結会計年

度末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

  (11) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

 (12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 (13) リース取引の処理方法 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が 2008 年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に

準じた会計処理によっております。 

 (14) 重要なヘッジ会計の方法 

  (イ) 金利リスク・ヘッジ 

当行は業務運営方針にリスク管理基準を設定して厳格に運用を行っており、そのうちヘッジ会計の方

法は、一部の資産・負債に金利スワップの特例処理を行っております。 

  (ロ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委

員会報告第 25号 平成 14年７月 29日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の

方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び

為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の

外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 (15) 消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式

によっております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は５３８百万円、延滞債権額は２９,３１０百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）

第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ

ります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６,９５９百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、     

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債

権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は３６,８０８百万円

であります。 

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入

れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は６,９３０百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

   有価証券        ６０,１６３百万円 

担保資産に対応する債務 

   預  金         ３,１０６百万円 

債券貸借取引受入担保金  ５,２０４百万円 

   上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１０,６６９

百万円を差し入れております。 

   また、その他資産のうち保証金は２３１百万円及び中央清算機関差入証拠金１２,１００百万円が含ま

れております。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約

であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、３００,０８９百万円であります。このうち契約残存

期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が２９８,６２３百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行

並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること

ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を

徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必

要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

８．土地の再評価に関する法律（平成 10年３月 31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日          1998年３月 31日 

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布
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政令第 119号）第２条第４号に定める地価税法第 16条に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて奥行

価格補正等合理的な調整を行って算出。 

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額は当該

事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を９,６５７百万円下回っております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額         ２０,８５８百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額            １,１２０百万円 

11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は１１,０１９百万円であります。 

12．１株当たりの純資産額   ３,２３９円７４銭 

 

 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸出金償却１６４百万円、株式等売却損２６５百万円を含んでおります。 

２．１株当たりの当期純利益金額 １４２円１８銭 

３．継続的な地価の下落等により、以下の資産グループについて帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少

額２１３百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失 

四国地域 営業用等 土地 １８４百万円 

四国地域 寮・その他土地 土地   ４百万円 

四国地域 所有土地 土地  ２３百万円 

資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし出張所は母店にグルー

ピング）で行っております。 

資産のグループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」に準拠して評

価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

         （単位：千株） 

 
当連結会計年度

期首株式数 

当連結会計年度

増加株式数 

当連結会計年

度減少株式数 

当連結会計年度

末株式数 
摘要 

発行済株式      

 普通株式 39,413 5 － 39,419 新株予約権の権利行使 

 合計 39,413 5 － 39,419  

自己株式      

 普通株式 309 1 3 307 
（注）1 （注）2 

（注）3 

 合計 309 1 3 307  

（注）1 当連結会計年度末の自己株式には株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株式１６８千株が含まれております。 

 （注）2  自己株式の増加は単元未満株式の買取による増加であります。 

 （注）3  自己株式の減少は役員株式給付による減少であります。 
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２．配当に関する事項 

（1）当連結会計年度中の配当金支払額 

(決議) 
株式の 

種類 

配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2018年 6月 28日 

定時株主総会 
普通株式  667 17.00 2018年 3月 31日 2018年 6月 29日 

2018年 11月 26日 

取締役会 
普通株式  589 15.00 2018年 9月 30日 2018年 12月５日 

 

合計  1,256    

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 

   2019 年６月 27 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案

しております。 

 

①  配当金の総額 589百万円 

②  １株当たり配当額 15.00 円 

③  基準日 2019年３月 31日 

④ 効力発生日  2019 年６月 28 日 

 

 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当行グループは、貸出を中心とする金融サービス事業を行っています。これらの事業を行うため、市場

の状況や長短のバランスを考慮し、預金やマーケットから資金調達を行っています。このように、主とし

て金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、

当行では資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っています。また、業務に付随する取引としてデリバ

ティブ取引を行っています。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契

約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、経済環境等の変化により、契約条件に従った

債務履行がなされない可能性があります。また、有価証券は、主に債券、株式、投資信託であり、満期保

有目的、その他目的、売買目的で保有しています。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変

動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

  借用金、社債等は、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にそ

の支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。また、運用調達の期間ギャップにより金

利の変動リスクに晒されておりますが、一部は金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避して

おります。 

  デリバティブ取引には業務に付随する取引として行っている金利スワップ取引及び為替予約取引があ

ります。当行では、これらをヘッジ手段として、貸出金及び預金等に係る金利の変動リスクに対して繰延

ヘッジ会計を適用しております。また、為替予約取引をヘッジ手段として、外貨建取引に係る取引をヘッ

ジ対象として、繰延ヘッジ会計を適用しています。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク管理 

当行グループは、当行の信用リスク管理方針及び信用リスク管理規程等に従い、信用リスクを適切

に管理する態勢を整備・確立しております。信用リスク管理は、主管部を審査第一部とし、本部各部、

営業店で行われて、定めに従い、取締役会及び常務会にて審議・報告を行っています。 
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② 市場リスクの管理 

   当行グループは、当行の市場リスク管理方針及び市場リスク管理規程等に従い、市場リスクを適切

に管理する態勢を整備・確立しています。 

  （ⅰ）金利リスク 

    金利リスクの管理は、主管部をリスク管理部とし、定めに従い、取締役会及び常務会にて審議・

報告を行っています。また、ＡＬＭ委員会は、毎月リスクに係る情報を分析、検討し、必要に応じ

常務会へ提言を行っています。 

  （ⅱ）為替リスク 

    為替リスクの管理は、主管部をリスク管理部とし、定めに従い、取締役会及び常務会にて審議・

報告を行っています。当行グループは、為替の変動リスクに関し、実需に基づくカバー取引等を行

い適切に管理しています。 

  （ⅲ）価格変動リスク 

    価格変動リスクの管理は、主管部をリスク管理部とし、定めに従い、取締役会及び常務会にて審

議・報告を行っています。有価証券等の保有に関しては、半年ごとに市場リスクの限度枠等を設定

し、ＡＬＭ委員会及びリスク管理委員会に付議のうえ、常務会の承認を受けています。 

  （ⅳ）デリバティブ取引 

    デリバティブ取引に関し、取引の執行についてはフロント部門、管理についてはバック部門と業

務分離を行い、相互牽制体制を確立しています。また、デリバティブ取引は実需に基づくヘッジ取

引を目的に行っており、投機的なポジションは保持しておりません。 

  （ⅴ）市場リスクに係る定量的情報 

    当行グループは、銀行業務における「有価証券」の価格変動リスク及び金利リスク、「預金・貸

出金」の金利リスクに係る市場リスク量について、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）を用いて

月次で計測し、半年毎に設定するリスク限度枠の範囲内に収まるように市場リスク量を管理してお

ります。 

    当行グループのＶａＲは分散共分散法（観測期間１年、信頼区間 99%、保有期間：預金・貸出金・

政策投資株式は６カ月、債券・純投資株式等は３カ月）により算出しており、2019 年３月 31 日     

（当連結会計年度の決算日）現在で、当行グループの市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で   

６,２５０百万円であります。なお、当行グループでは半年毎にバック・テスティングを実施し、

計測手法の有効性を確認の上、使用することとしております。 

ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに、統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク

量を計測しており、通常では考えられない、市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉でき

ない場合があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループは、当行の流動性リスク管理方針及び流動性リスク管理規程等に従い、流動性リスク

を適切に管理する態勢を整備・確立しています。主管部を企画広報部及び資金証券部とし、定めに従

い、取締役会及び常務会にて審議・報告を行っています。また、ＡＬＭ委員会等を通じて、市場環境

を考慮した長短バランスの調整を検討するなど、流動性リスクを管理しております。 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等

によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」における

デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示

すものではありません。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

  2019 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。（（注 2）

参照）  

    （単位：百万円） 

    
連結貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

（1）現金預け金  297,383 297,383 - 

（2）コールローン及び買入手形 2,219 2,219 - 

（3）買入金銭債権 65,533 67,399 1,866 

（4）商品有価証券       

  売買目的有価証券 315 315 - 

（5）有価証券     

  満期保有目的の債券 11,435  11,362 △72  

  その他有価証券 503,311 503,311 - 

（6）貸出金  1,659,795     

  貸倒引当金（※1） △10,690     

   1,649,105 1,658,449 9,344 

（7）外国為替  3,891 3,891 - 

資産計   2,533,196 2,544,334 11,138 

（1）預金  1,971,833 1,972,001 167 

（2）譲渡性預金  420,392 420,392 0  

（3）コールマネー及び売渡手形 3,329 3,329 - 

（4）債券貸借取引受入担保金 5,204 5,204 - 

（5）借用金  44,567 44,544 △23 

（6）外国為替  90  90  - 

（7）社債  3,431  3,413 △17 

負債計   2,448,849 2,448,976 126 

デリバティブ取引（※2）       

ヘッジ会計が適用されていないもの     245 245 - 

ヘッジ会計が適用されているもの - - - 

デリバティブ取引計  245 245 - 

（※1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（※2）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引

によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

 

（注 1）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

（1）現金預け金 

    満期のない預け金や約定期間が短期間の取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。なお、満期のある預け金のうち１年を超える取引については、新

規取引を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算出しております。 

(2) コールローン及び買入手形 

   これらは、約定期間が短期間の取引であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額  

を時価としております。 

 （3）買入金銭債権 

    買入金銭債権については、裏付資産を分析し、元本回収率や配当率等を用いて将来キャッシュ・フロ

ーを見積り、評価日時点の市場利子率で割り引いた現在価値を時価としております。 

（4）商品有価証券 

   ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格によっておりま

す。 
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 （5）有価証券 

    主として、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によって

おります。投資信託は、公表されている基準価格によっております。自行保証付私募債は、新規取引を

行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算出しております。 

    なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

（6）貸出金 

    貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行

後大きく異ならない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を

同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算出しております。なお、約定期間

が短期間のものは、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。 

    また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権については、見積将来キャッシュ・フローの

現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結

決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、

当該価額を時価としております。 

    貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないもの

については、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、

帳簿価額を時価としております。 

（7）外国為替 

   外国為替は他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、輸出手形・旅行小切手等（買入外国為替）、

輸入手形による手形貸付（取立外国為替）であります。これらは、満期のない預け金、又は約定期間が

短期間であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

負 債 

（1）預金、及び（2）譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしておりま

す。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて

現在価値を算出しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率等を用いて

おります。なお、預入期間が短期間のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

（3）コールマネー及び売渡手形 

    これらは、約定期間が短期間の取引であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

を時価としております。 

 （4）債券貸借取引受入担保金 

    約定期間が短期間の取引であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価として

おります。 

 （5）借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行並びに連結される

子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えら

れるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した

当該借用金の元利合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しており

ます。なお、金利満期が短期間のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を

時価としております。 

（6）外国為替 

    外国為替における短期間の取引であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時

価としております。 

（7）社債 

   当行の発行する社債の時価は、取引金融機関等から提示された価格によっております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通

貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）であり、

取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。 
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（注 2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、

金融商品の時価情報の「資産（5）有価証券」には含まれておりません。 

   （単位：百万円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式（※1）（※2） ３,７２４  

② 組合出資金（※3） ２２０ 

合   計 ３,９４４ 

（※1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか   

ら時価開示の対象とはしておりません。 

（※2）当連結会計年度において非上場株式の減損はありません。 

（※3）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもの

で構成されているものについては時価開示の対象とはしておりません。 

 

（注 3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額    

      （単位：百万円） 

    
1 年以内 

1 年超 
3 年以内 

3 年超 
5 年以内 

5 年超  
7 年以内 

7 年超 
10年以内 

10年超 

預け金 272,017    - -    -    -    - 

コールローン及び買入手形 2,219 - - - - - 

買入金銭債権 23,237 39,788 2,507  -  -    - 

有価証券 34,735 67,448 102,201 85,062 127,482 42,863 

 満期保有目的の債券 2,029 3,914 5,491 -    - - 

 その他有価証券のうち満期が
あるもの 

32,705 63,534 96,710 85,062 127,482 42,863 

貸出金（※） 243,857 282,143 222,424 169,283 194,027 397,534 

                

合計  576,068 389,379 327,133 254,346 321,509 440,397 

（※）貸出金のうち、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に対する債権等、償還予定が見込めない２９,８

４８百万円、期間の定めのないもの１２０,６７６百万円は含めておりません。 

 

（注 4）社債、借用金等有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

      （単位：百万円） 

    
1 年以内 

1 年超  
3 年以内 

3 年超  
5 年以内 

5 年超  
7 年以内 

7 年超 
10年以内 

10年超 

預金及び譲渡性預金 （※） 2,265,679 119,057 5,642 1,704 143 0 

コールマネー及び売渡手形 3,329 - - - - - 

債券貸借取引受入担保金 5,204 - - - - - 

借用金   28,098 11,968 2,283 872 910 434 

社債           - 3,431 - -       -  - 

合計   2,302,311 134,456 7,926 2,577 1,053 434 

（※）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 


