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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、主として今後 1 年間の予想損失額又は今後 3 年間の予想損失額を見込ん

で計上しており、予想損失額は、1 年間又は 3 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期

間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 

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。 
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    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２,８９６百万円であります。 

 (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     １,２８６百万円   

２．貸出金のうち破綻先債権額は３２４百万円、延滞債権額は２８,２０２百万円であります。 

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８,９００百万円であります。 

     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３７,４２８百万

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、５,７６１百万円であります。 

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         ４５,９９８百万円 

担保資産に対応する債務 

   預  金          ６,５６１百万円 

   債券貸借取引受入担保金   １,１２５百万円 

   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２２,３４０

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１９５百万円及び中央清算機関差入証拠金１４,０００百万円が含ま

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、２８０,８０３百万円であります。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２７８,７３６百万円あります。 

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９,３４０百万円下回っております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額    ２０,９９６百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額        １,１１８百万円 

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５,０００

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１３,１１４百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額  ３，０５３円７９銭 

15．関係会社に対する金銭債権総額     ４,４９７百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額      ３,９０３百万円 
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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             ３７百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額     １８百万円 

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            ６２５百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額        ７４６百万円 

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   １２９円２７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３８１百万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 ２６６百万円 

四国地域 寮・その他土地 土地   ８百万円 

四国地域 

四国地域 

所有土地 

所有建物 

土地 

建物 

 ７７百万円 

  ２９百万円 

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  625 

代位弁済の

受入  341 

当行貸

出金の

被保証 

被保証残高

140,589 

    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 307 0 3 304 
（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１６４千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 51,753 百万円 5,000 百万円 56,753 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(2020 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 △6 

 

２． 満期保有目的の債券(2020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 1,461 1,472 11 

その他 － － － 

小計 1,461 1,472 11 

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 12,029 11,915 △113 

その他 － － － 

小計 12,029 11,915 △113 

合計 13,490 13,387 △102 
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３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式(2020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 1,286 

関連法人等株式 － 

合計 1,286 

   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(2020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 35,654 13,154 22,499 

債券 102,690 100,883 1,807 

 国債 8,100 8,037 62 

 地方債 64,112 63,449 663 

 短期社債 － － － 

 社債 30,477 29,396 1,081 

その他 96,818 93,535 3,282 

小計 235,163 207,572 27,590 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

株式 4,576 5,628 △1,051 

債券 83,965 85,312 △1,347 

 国債 54,922 56,141 △1,218 

 地方債 28,584 28,713 △128 

 短期社債 － － － 

 社債 458 458 △0 

その他 187,662 202,529 △14,867 

小計 276,204 293,471 △17,266 

合計 511,367 501,044 10,323 

  (注) 非上場株式(４,３１０百万円)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 2019 年４月 1日 至 2020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 2,596 912 654 

債券 3,909 159 － 

国債 － － － 

地方債 3,909 159 － 

社債 － － － 

その他 13,294 431 1 

合計 19,799 1,503 655 

(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５９１百万円（全額株式）であります。 

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 4,833 百万円 

 減価償却損金算入限度額超過額 125  

 その他 2,115  

繰延税金資産小計 7,074  

評価性引当額 △4,801  

繰延税金資産合計 2,273  

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 △2,796  

繰延税金負債合計 △2,812  

繰延税金資産の純額 △538 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、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込ん

で計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期

間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出しております。 

    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２,８９６百万円、連結される子会社及び子法人等２９０百万円であります。 

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。 



11 

(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３２４百万円、延滞債権額は２９,４９９百万円であります。 

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８,９００百万円であります。 

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３８,７２５百万円

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５,７６１百万円であります。 

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        ４５,９９８百万円 

担保資産に対応する債務 

   預  金         ６,５６１百万円 

債券貸借取引受入担保金  １,１２５百万円 

   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２３,３４０

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２０３百万円及び中央清算機関差入証拠金１４,０００百万円が含ま

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、２８８,４０８百万円であります。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２８６,３４０百万円あります。 

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９,３４０百万円下回っております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額         ２１,１２８百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額            １,１１８百万円 

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１３,１１４百万円であります。 

12．１株当たりの純資産額   ３,１９６円０８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５０５百万円、株式等売却損６５５百万円を含んでおります。 

２．１株当たりの当期純利益金額 １４４円９１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３８１百万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 ２６６百万円 

四国地域 寮・その他土地 土地   ８百万円 

四国地域 

四国地域 

所有土地 

所有建物 

土地 

建物 

 ７７百万円 

  ２９百万円 

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 39,419 4 － 39,423 新株予約権の権利行使 

 合計 39,419 4 － 39,423  

自己株式      

 普通株式 307 0 3 304 
（注）1 （注）2 

（注）3 

 合計 307 0 3 304  

（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１６４千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 

2019年 6月 27日 

定時株主総会 
普通株式  589 15.00 2019年 3月 31日 2019年 6月 28日 

2019年 11月 25日 

取締役会 
普通株式  589 15.00 2019年 9月 30日 2019年 12月 4日 

 

合計  1,178    

（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 

   2020 年６月 26 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 2020年３月 31日 

④ 効力発生日  2020 年６月 29 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、2020 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   

３０,６２７百万円であります。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 

  2020 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  294,072 294,072 - 

（2）コールローン及び買入手形 - - - 

（3）買入金銭債権 56,629 57,934 1,305 

（4）商品有価証券       

  売買目的有価証券 237 237 - 

（5）有価証券     

  満期保有目的の債券 13,490  13,387 △102  

  その他有価証券 513,532 513,532 - 

（6）貸出金  1,703,736     

  貸倒引当金（※1） △10,173     

   1,693,562 1,703,905 10,343 

（7）外国為替  7,053 7,053 - 

資産計   2,578,577 2,590,123 11,545 

（1）預金  2,092,779 2,092,959 179 

（2）譲渡性預金  345,940 345,940 -  

（3）コールマネー及び売渡手形 18,501 18,501 - 

（4）債券貸借取引受入担保金 1,125 1,125 - 

（5）借用金  39,049 39,021 △27 

（6）外国為替  41  41  - 

（7）社債  3,426  3,491 65 

負債計   2,500,863 2,501,081 217 

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     199 199 - 

ヘッジ会計が適用されているもの - - - 

デリバティブ取引計  199 199 - 

（※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） ４,５９６  

② 組合出資金（※3） ２５５ 

合   計 ４,８５１ 

（※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７百万円であります。 

（※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 269,065    - -    -    -    - 

コールローン及び買入手形 - - - - - - 

買入金銭債権 21,047 33,074 2,507  -  -    - 

有価証券 27,088 64,117 102,904 70,555 138,190 67,980 

 満期保有目的の債券 1,613 6,909 4,967 -    - - 

 その他有価証券のうち満期が
あるもの 

25,474 57,207 97,937 70,555 138,190 67,980 

貸出金（※） 239,307 298,338 225,118 191,294 182,075 406,488 

                

合計  556,509 395,530 330,531 261,850 320,265 474,468 

（※）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

２４百万円、期間の定めのないもの１３１,２８８百万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 （※） 2,316,872 115,040 5,317 1,252 237 - 

コールマネー及び売渡手形 18,501 - - - - - 

債券貸借取引受入担保金 1,125 - - - - - 

借用金   25,319 9,120 2,881 712 822 193 

社債   3,426         - - -       -  - 

合計   2,365,245 124,160 8,198 1,964 1,059 193 

（※）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。 


