
6

２０２０年度決算貸借対照表注記事項

資 料 編

１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２． 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、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は
償却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。

３． 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記２．と同じ方法により行っております。
４． 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。
５． 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、それぞれ次の方法により行っております。
　　　　　建物　　定率法を採用し、１６０％の償却率によっております。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）については定額法を採用しております。
　　　　　動産　　定率法を採用しております。
　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　建物　　７年～５０年
　　　　　動産　　２年～２０年　
６． 無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。
 なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
７． 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」中のリース資産の減価償却は、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。

８． 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
９． 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、その残額に対して今後３年間の予想損失額を見込んで計上しております。ただし、破綻懸念先のうち与信
額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に
見積もることができる債権については、債権の元本の回収見込額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とす
る方法により計上しております。

 　貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内
容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者（以下、「要注意先」という）のうち、当該債務者の

債権の全部又は一部が要管理債権である債務者（以下、「要管理先」という）に係る債権については今後３年間の
予想損失額を見込んで計上しており、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段
の問題がないと認められる債務者（以下、「正常先」という）に係る債権については今後１年間の予想損失額を見
込んで計上しております。

 　これらの予想損失額は、それぞれの債務者区分の損失見込期間を算定期間とし、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、当該部署から独立した検
査部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

 　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１４，８１４百万円であります。

１０． 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職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。

１１． 退職給付引当金は、職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当たり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属
させる方法については期間定額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　　　　　その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０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職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１年）による
　　　　　　　　　　　　　　定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理

１２． 当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入してお
り、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠
出額を退職給付費用として処理しております。

 　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれら
に関する補足説明等は次のとおりであります。

 　① 制度全体の積立状況に関する事項（２０２０年３月３１日現在）
　　　　　　　　年金資産の額 １，５７５，９８０百万円
　　　　　　　　年金財政計算上の数理債務の額と
　　　　　　　　最低責任準備金の額との合計額 １，７１８，６４９百万円
　　　　　　　　差引額 △１４２，６６８百万円
　　　② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（２０２０年３月３１日現在）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６５０２％



7

２０２０年度決算貸借対照表注記事項

資 料 編

　　　③ 補足説明
 　　前記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１８９，３５１百万円であります。本制度に

　　おける過去勤務債務の償却方法は期間１９年０カ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財
　　務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金１２３百万円を費用処理しております。

 　　　なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定さ
　　れるため、前記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

１３． 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、当事業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。

１４． 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もり、必要と認める額を計上しております。

１５． 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しており
ます。

１６． 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、日本公認会計士協会業種別委員
会実務指針第２５号「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」（２０２０年
1０月８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。

１７． 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。 
１８． 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第３１号２０２０年３月３１日）を当事業年度の年度末に

係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
１９． 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書

類に重要な営業を及ぼす可能性があるものは、次の通りです。
　　　（１） 計算書類に計上した金額
　　　　　　　　貸倒引当金　　　９，２０９百万円
　　　（２） 見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
  　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として、貸借対照表注記事項９.に記載しております。なお、当 

 事業年度は予想損失率の必要な修正を実施しておりません。
  　前事業年度末において、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済への影響は今後１年程度続くもの

　 との想定を置いておりましたが、国内外における感染の状況、ワクチンの普及状況等を踏まえ、当事業年
　 度末においては、新型コロナウイルス感染症の影響は２０２１年度以降もある程度継続する恐れは少なくな 
 いが、徐々に和らいでいくとの想定に変更しております。当該想定に基づき、特に当金庫の貸出金等の信
　 用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。

  　こうした仮定のもと、当該影響から予想される損失に備えるため、新型コロナウイルスの影響により業 

 績悪化が生じている債務者について、今後の債務者経営状況の悪化又は回復の可能性や事業の継続可能
　 性を個別に評価し、将来の業績見通しに対する仮定を設定しております。

  　新型コロナウイルスの感染拡大の状況や個別債務者の債務者区分の判定に用いた仮定は不確実であ
　 り、これらが変化した場合には、翌事業年度の貸倒引当金は増減する可能性があります。

２０． 子会社等の株式の総額１４０百万円
２１． 子会社等に対する金銭債務総額１，０９３百万円　
２２． 有形固定資産の減価償却累計額１４，５４３百万円
２３． 貸出金のうち、破綻先債権額は３，３２８百万円、延滞債権額は５０，４１０百万円であります。
 　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。

２４． 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はございません。
 　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カ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。
２５． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６，０３１百万円であります。
 　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。

２６． 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５９，７６９百万円であります。
 　なお、２３．から２６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
２７． 手形割引は、業種別委員会実務指針第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銀

行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は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５，３５７百万円であります。

２８． 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
　　　　　　預け金　　　　　　　　　　３２，５００百万円
　　　　　　有価証券　　　　　　　　 ３３３，２２２百万円（時価）
　　　　担保資産に対する債務
　　　　　　借用金　　　　　　　　　 ３０８，７７１百万円
　　　　　　債券貸借取引受入担保金　　１０，２００百万円
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 　前記のほか、為替決済、及び外国為替取引等の担保の代用として、預け金１００，３００百万円及び有価証券３，１０２
百万円（時価）を差し入れております。

 　また、その他の資産には、保証金は３６３百万円及び担保金は１１百万円が含まれております。
２９． 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号に定める路線価に基づいて  
 （奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）

  合理的な調整を行って算出しています。
 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と当該事業用土地の

再評価後の帳簿価額の合計額との差額４，３０９百万円
３０． 「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金庫の保証

債務の額は５００百万円であります。
３１． 出資1口当たりの純資産額４５８円３２銭
３２． 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
 　　　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
 　　　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。
　　　　　その一環として、デリバティブ取引も行っております。
　　（2） 金融商品の内容及びそのリスク
　　　　　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
　　　　　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で

　　保有しております。
　　　　　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。
　　　　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
　　　　　デリバティブ取引には、主として為替予約取引があります。お客様の財務上のニーズにお応えすること、並

　　びに為替変動に対する当金庫のリスクを軽減することを目的としております。
　　（3） 金融商品に係るリスク管理体制
 　　① 信用リスクの管理
 　　　　当金庫は、融資規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信

　　　審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整
　　　備し運営しております。

 　　　　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部、管理部により行われており、大口与信先については融資
　　　審議会を開催し、審議しております。

 　　　　また、貸出金の信用リスクの状況はリスク統括部にて把握・分析し、定期的に理事会、経営会議に報告す
　　　る態勢を整備しております。

 　　　　さらに、与信管理の状況については、内部監査部がチェックしております。
 　　　　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、資金証券部及びリスク統括部において、信用情報や時価

　　　の把握を日々行うことで管理しております。
 　　② 市場リスクの管理
 　　　( ⅰ ) 金利リスクの管理
 　　　　　当金庫は、ALMにより金利の変動リスクを管理しております。
 　　　　　市場リスク規程等において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ALM委員会、リスク管

　　　　理委員会等において管理状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。
 　　　　　日常的にはリスク統括部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、現在価値分析

　　　　等によりモニタリングを行い、定期的に理事会、経営会議に報告しております。
 　　　(ⅱ) 為替リスクの管理
 　　　　　統合的リスク管理において為替の変動リスクを管理しております。
 　　　(ⅲ) 価格変動リスクの管理
 　　　　　統合的リスク管理において価格変動リスクを管理しております。
 　　　　　有価証券を含む市場運用商品の保有については、資金市場運用検討会の方針に基づき、理事会の監

　　　　督の下、資金市場運用規程に従って行われております。
 　　　　　このうち、資金証券部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定のほか、

　　　　継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
 　　　　　事業推進目的で保有している株式についても、資金証券部において取引先の市場環境や財務状況

　　　　などをモニタリングしております。
 　　　　　これらの情報は資金証券部及びリスク統括部を通じ、資金市場運用検討会において定期的に報告さ

　　　　れております。
 　　　(ⅳ) デリバティブ取引
 　　　　　デリバティブ取引に関しては、取引の執行、事務管理に関する部門を分離し内部牽制を確立するとと

　　　　もに、フラット予約事務取扱要領に基づき実施されております。
 　　　(ⅴ) 市場リスクに係る定量的情報
 　　　　　当金庫において、主要なリスク変数である市場リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、

　　　　「有価証券」、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」であります。
 　　　　　当金庫では、これら金融資産及び金融負債の市場リスク量をＶａＲにより計測し、取得したリスク量が

　　　　市場リスクリミットの範囲内であるかどうかを管理しております。

２０２０年度決算貸借対照表注記事項
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 　　　　　当金庫のＶａＲは分散共分散法（保有期間 有価証券６カ月、その他１年、信頼区間９９％、観測期間５年）
　　　　により算出しており、２０２１年３月３１日現在で当金庫の市場リスク量は４７，７２６百万円です。

　　　　　　　ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに一定の発生確率での最大損失額を算出しているため、通
　　　　常では考えられないほど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可能性がありま
　　　　す。こうした問題に対応するために、定期的にストレステストを実施し、リスク管理への活用に努めてお
　　　　ります。

 　　③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
 　　　　当金庫は、適切な資金繰りを通じて資金ポジションを管理しています。また、流動性リスク規程により流

　　　動性リスク管理を実施し、流動性リスクの状況については定期的にリスク管理委員会に報告しております。
 （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

　　が含まれております。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。

 　　　なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金については、簡便な計算により算出した時価に代
　　わる金額を開示しております。

３３． 金融商品の時価等に関する事項
 　２０２１年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時価の算定方

法については（注１）参照）。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）。

 　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

 （＊１）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載し
　　 ております。

 （＊２）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。
 （注１）金融商品の時価等の算定方法
 金融資産
 （1） 預け金
 　　　満期のない預け金については、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。満期のある預け金については、市場金利（LIBOR、SWAPレート）で割り引いた現在価値を時価に代わ
　　る金額として記載しております。

 （2） 有価証券
 　　　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。自金庫

　　保証付私募債は、銘柄ごとの残存期間に対応するスワップ金利にスプレッドを加味し、割引現在価値を算出
　　しております。

 （3） 貸出金
 　　　貸出金は、以下の①～③の合計額から、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す

　　る方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。
 　　　① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権につい

　　　　 ては、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）
 　　　② ①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
 　　　③ ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利 

　　　　（LIBOR、SWAPレート）で割り引いた価額
 金融負債
 （1） 預金積金
 　　　要求払預金については、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定し、そ
　　の算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は、市場金利（LIBOR、SWAPレート）を用
　　いております。

 （2） 借用金
 　　　借用金のうち、変動金利によるものは、短期で市場金利を反映し、また、当金庫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金の合計額を市場金利（LIBOR、
　　SWAPレート）で割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

 （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
　　  品の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）

貸借対照表
計　上　額

金融負債計

時　価 差　額

⑴預け金（＊1）
⑵有価証券
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
⑶貸出金（＊1）
　　貸倒引当金（＊2）

金融資産計
⑴預金積金（＊1）
⑵借用金（＊1）

994,179

101,900
535,067
1,592,099
△8,646

1,583,453
3,214,600
2,823,675
308,771
3,132,446

996,774

105,498
535,067

1,605,444
3,242,784
2,828,256
309,376
3,137,632

2,594

3,598
̶

21,991
28,183
4,581
605
5,186

２０２０年度決算貸借対照表注記事項
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 　上記のほか、投資信託の売却額（解約額）４０，１５０百万円があり、投資信託解約益については有価証券利息配
当金に１，９４６百万円計上しております。

 （＊１）子会社株式、及び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）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。

３４． 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、
「株式」、「その他の証券」が含まれております。以下、３６.まで同様であります。

（単位：百万円）
区　分

子会社株式（＊１）
非上場株式（＊１）
組合出資金（＊２）
  合　　計

140
204
4,660
5,004

貸借対照表計上額

（単位：百万円）
種　類 売　却　額

6,383
5,780
5,262
517

19,501
31,664

838
171
159
12

1,241
2,251

△1,284
－
－
－

△1,509
△2,794

売却益の合計額 売却損の合計額

（単位：百万円）
区　分

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

国債
地方債
社債
その他
　　小計
国債
地方債
社債
その他
　　小計

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

合　　　計

61,122
12,866
3,616
18,996
96,601

－
－
－

5,299
5,299

101,900

62,123
13,308
3,780
20,278
99,490

－
－
－

4,961
4,961

104,452

1,001
442
164
1,282
2,889

－
－
－

△338
△338
2,551

貸借対照表計上額種　類 時　価 差　額
満期保有目的の債券

（単位：百万円）

種　類

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式　　
債券　　
　国債
　地方債
　社債
その他
　　小計
株式　　
債券　　
　国債
　地方債
　社債
その他
　　小計

   株式　　
   債券　　
   国債
   社債
その他
合　計

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

合　　　計

4,918
207,939
31,649
45,740
130,549
156,991
369,850
3,795
85,702
15,760
20,458
49,483
75,719
165,217
535,067

3,327
204,517
30,898
45,018
128,600
148,468
356,313
4,265
86,619
15,904
20,732
49,982
78,071
168,956
525,270

1,591
3,422
750
722
1,948
8,523
13,536
△469
△917
△143
△274
△498
△2,352
△3,739
9,797

貸借対照表計上額 取得原価 差　額
その他有価証券

３５． 当事業年度中に売却したその他有価証券　

２０２０年度決算貸借対照表注記事項
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３６． 減損処理を行った有価証券
 　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、６８百万円（株式）であります。
 　また、有価証券の減損にあたっては、当事業年度末における市場価格等に基づく時価が、帳簿価格から５０％以

上下落している銘柄は一律減損するとともに、下落が３０％以上５０％未満の銘柄で、過去１年間の時価の推移や
発行会社の現状及び業績見通し等を考慮の上、時価の回復が認められないと判断される銘柄を減損処理するこ
ととしております。

３7． 運用目的の金銭の信託

３８． 当座貸越契約及び貸付金に係る極度取引契約は、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、１２１，７３５百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内のものが８２，２５１百
万円であります。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金庫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、当金庫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、契約後も定期的に予め定めている金庫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。

３９． 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、それぞれ以下のとおりであります。
 　繰延税金資産
 　　　貸倒引当金 ４，７５０百万円
 　　　退職給付引当金 １，２７７
 　　　減価償却費 　４３０
 　　　役員退職慰労引当金 　１７１
 　　　賞与引当金 　１６５
 　　　固定資産の減損損失額 　１１２
 　　　その他 　５３４
 　繰延税金資産小計 ７，４４２
 　評価性引当額 △２，６５１
 　　　繰延税金資産合計 ４，７９０百万円
 　繰延税金負債
 　　　その他有価証券評価差額金 ２，７６３
 　　　資産除去債務 　　２１
 　繰延税金負債合計 ２，７８５百万円
 　繰延税金資産の純額 ２，００５百万円

４０． その他の出資金には、協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年5月12日公布法律第44号）第１５条
第１項第１号の規定に基づく優先出資の消却に対応して優先出資金から振り替えて計上した３，０００百万円が含
まれております。

2020年度 損益計算書の注記事項
 1．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
 2．子会社との取引による収益総額　３０，３４２千円
 　子会社との取引による費用総額　９５０，０６５千円
 3．出資１口当たりの当期純利益金額は、１１円３４銭であります。

　2021年6月22日開催の第102期通常総代会で承認を得た貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書は、
信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。

　2020年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という）並びに財
務諸表作成に係る内部監査等について適正性・有効性等を確認しています。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額

運用目的の金銭の信託 4,931 △65
当事業年度の損益に含まれた評価差額

2021年6月22日
大阪信用金庫

理　事　長 髙井　嘉津義

２０２０年度決算貸借対照表注記事項
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