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第131期定時株主総会招集ご通知に際しての 
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項 

 
 
 

個 別 注 記 表 
 

連 結 注 記 表 
 

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

 
 
 
 
 

株式会社 八十二銀行 
 
 ｢個別注記表」および「連結注記表」につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、

インターネット上の当行ホームページ（http://www.82bank.co.jp/company/）に掲載する
ことにより、株主の皆様に提供しております。 
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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。 
Ⅰ 重要な会計方針 
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を

利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という｡）の取引については、取引の約定時点を基
準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益
を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、

スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額によ
り行っております。 
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券、金銭

債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業
年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 
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)、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） 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1.及び2.（1）と同じ方法によ
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（特定取引目的の取引を除く）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 ２年～50年 
その他 ２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ェアについては、行内

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。 
（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・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き､ 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。 
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、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生してい

る債務者（破綻先）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（実質破綻先）に対する債
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、その残額を
計上しております。また、現状経営破綻の状況にはないが、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（破綻懸念先）に対する債権については、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、債務者の支払能力等を総合的に判断して必要と認める額
を計上しております。 
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破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で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、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額と
の差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における各々の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、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定

を実施しております。 
（2）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、数理計算上の差異の処理方法は以下のとおり
であります。 

数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用又は収
益処理 

（3）睡眠預金払戻損失引当金 
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金

の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上
しております。 

（4）偶発損失引当金 
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済等に基づく将来

の負担金支払見込額を計上しております。 
   7. ヘッジ会計の方法 

（1）金利リスク・ヘッジ 
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における金融商品会計

基準適用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24号。以
下「業種別監査委員会報告第24号」という｡）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、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッ
ジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、
キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係
の検証により有効性の評価をしております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 
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。以下「業種別監査委員会報告第25号」という｡）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。 

（3）内部取引等 
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段と

して指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号
及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準
に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び
費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、金利スワップの特例処理を行っております。 

8. 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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Ⅱ 表示方法の変更 
（貸借対照表関係） 

前事業年度において「その他資産」の「前払費用」に含めていた「前払年金費用」は､「銀行法施行規
則等の一部を改正する内閣府令｣（内閣府令第63号平成25年９月27日）により改正された「銀行法施行
規則（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式」を適用し、当事業年度より独立掲記しております。 
なお、前事業年度において､「前払費用」に含めていた「前払年金費用」は16,765百万円であります。 
 

Ⅲ 注記事項 
（貸借対照表関係） 
1. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、国債に45,984百万円含ま
れております。 
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は5,431百万円、延滞債権額は105,530百万円であります。 
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又は弁済の見込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。 
3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は757百万円であります。 
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26,886百万円であります。 
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138,605百万
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、20,332百万円であります。 
7. ローン・パーティシペーションで､「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示｣（日本公認会
計士協会会計制度委員会報告第３号）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元
本金額のうち、貸借対照表計上額は、48,918百万円であります。 
8. 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 
現金（その他の資産） 399百万円
有価証券 457,555百万円

担保資産に対応する債務 
預  金 34,608百万円
債券貸借取引受入担保金 125,270百万円

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等として、有価証券73,780百
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800百万円が含まれております。 

9. 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、1,312,104百万円であります。このうち原契約期間が１年以
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内のものが1,225,427百万円あります。 
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。 
10. 有形固定資産の減価償却累計額 63,260百万円
11. 有形固定資産の圧縮記帳額 8,384百万円
12. ｢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23,404百万円であります。 

13. 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 20百万円
14. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部等については、所有権移転外ファイナン
ス・リース契約により使用しております。 

15. 関係会社に対する金銭債権総額 53,025百万円
16. 関係会社に対する金銭債務総額 18,965百万円

 
（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 401百万円
役務取引等に係る収益総額 911百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 117百万円
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 5百万円
役務取引等に係る費用総額 1,397百万円
営業経費に係る費用総額 4,043百万円

2. 関連当事者との取引に関する注記 
子会社及び関連会社等 
種類 会社等の 

名称 
議決権等の
所 有 ( 被 所
有 ) 割 合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引
金額 

科目 期末残高

子会社 八十二信用保証株式会社 

所有 
直接5.0％ 
間接50.0％ 

当行ローン
の保証 
役員の兼任

当行ローンの
保証

932,270
百万円 － －

上記に伴う
代位弁済

1,014
百万円 － －

八十二信用保証株式会社より当行の各種ローンに対して保証を受けております。なお、保証料は、各
種ローン債務者から直接保証会社に支払うほか、一部のローンについては当行より支払っており、当行の
支払額は1,349百万円であります。なお、取引条件については、交渉のうえ決定しております。 
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役員及び個人主要株主等  
種類 氏名 議決権等の

所 有 ( 被 所
有 ) 割 合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引
金額 

科目 期末残高

役員及びそ
の近親者 門多 丈 被所有

直接0.0％ 当行監査役 資金の貸付
（注）

(平均残高) 
20百万円 貸出金 19百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）貸出金取引については、一般の取引と同様の条件で行っております。 

 
（株主資本等変動計算書関係）  

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 14,922 35 106 14,850 （注） 

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求であり、減少は新株予約権の行使による104千株
及び単元未満株式の買増請求による２千株であります。 

 
（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｣「その他の
特定取引資産」及び「預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。 
1. 売買目的有価証券（平成26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 △ 1
 
2. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成26年３月31日現在） 

該当ありません。 
（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等 

 貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 7,090
投資事業組合等出資金等 1,550

合計 8,640
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3. その他有価証券（平成26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 241,482 93,714 147,768 
債 券 1,578,863 1,521,178 57,685 
 国 債 1,247,605 1,197,370 50,235 
 地方債 78,177 75,079 3,097 
 社 債 253,080 248,728 4,352 
その他 306,864 299,272 7,592 
 うち外国証券 249,073 244,745 4,328 

小 計 2,127,210 1,914,165 213,045 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

株 式 5,313 5,831 △ 517 
債 券 40,623 40,732 △ 109 
 国 債 15,512 15,541 △ 28 
 地方債 11,426 11,448 △ 22 
 社 債 13,683 13,742 △ 58 
その他 176,749 178,430 △ 1,680 
 うち外国証券 163,459 164,776 △ 1,317 

小 計 222,686 224,994 △ 2,308 
合計 2,349,897 2,139,159 210,737 

 
（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額
（百万円）

株式 8,288
その他 7,909

合計 16,197
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「その他有価証券」には含めておりません。 
 
4. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成25年４月１日 至 平成26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 7,164 749 34 
債券 524,289 9,751 2,354 
国債 524,238 9,750 2,354 
社債 50 0 ― 
その他 89,222 3,467 1,202 
 うち外国証券 57,213 660 691 

合計 620,676 13,968 3,591 
 
（金銭の信託関係） 

運用目的の金銭の信託（平成26年３月31日現在）  
 貸借対照表計上額

（百万円）
当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 63,909 982 
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（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 14,788百万円
繰延ヘッジ損益 5,704
退職給付引当金 4,314
減価償却費 2,921
有価証券償却 1,444
その他有価証券評価差額金 813
未払事業税 502
その他 3,186

繰延税金資産小計 33,675
評価性引当額 △ 2,563
繰延税金資産合計 31,112
 
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 74,228
退職給付信託設定益 2,613
その他 1,624

繰延税金負債合計 78,466
繰延税金負債の純額 47,354

 
（１株当たり情報） 
１株当たりの純資産額 1,096円63銭
１株当たりの当期純利益金額 48円81銭

 
（ストック・オプション等関係） 

本件に関する注記事項については、連結注記表に記載しているため記載を省略しております。 
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連結注記表 
Ⅰ 連結計算書類の作成方針 

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。 

 
1. 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  11社 

会社名 
八十二ビジネスサービス株式会社   八十二スタッフサービス株式会社 
八十二証券株式会社         八十二亜洲有限公司 
やまびこ債権回収株式会社      八十二リース株式会社 
株式会社八十二ディーシーカード   八十二信用保証株式会社 
八十二システム開発株式会社     八十二キャピタル株式会社 
八十二オートリース株式会社 

（2）非連結の子会社及び子法人等   ８社 
主要な会社名 
有限会社こだまインベストメント 
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。 

2. 持分法の適用に関する事項 
（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等   該当ありません。 
（2）持分法適用の関連法人等           該当ありません。 
（3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等  ８社 

主要な会社名 
有限会社こだまインベストメント 
持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、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、持分法の対象から除い
ても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

（4）持分法非適用の関連法人等          該当ありません。  
 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
Ⅱ 会計処理基準に関する事項 
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を
利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という｡）の取引については、取引の約定時点を基
準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの
損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価によ

り、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなし
た額により行っております。 
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、

金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品につ
いては前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えており
ます。 
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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)、持分法
非適用の非連結子会社・子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
は原則として連結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)、
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）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1.及び2.（1）と同じ方法によ
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（特定取引目的の取引を除く）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 ２年～50年 
その他 ２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ェアについては、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（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、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生してい

る債務者（破綻先）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（実質破綻先）に対する債権
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、その残額を計上
しております。また、現状経営破綻の状況にはないが、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（破綻懸念先）に対する債権については、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、債務者の支払能力等を総合的に判断して必要と認める額を計上して
おります。 
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で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、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差
額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における各々の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、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定

を実施しております。 
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、当行の償却・引当基準に準じて必要と認め

た額を計上しております。 
6. 投資損失引当金の計上基準 
投資損失引当金は、投資等について将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認める額を計

上しております。 
7. 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、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金

の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上し
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ております。 
8. 偶発損失引当金の計上基準 
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済等に基づく将来

の負担金支払見込額を計上しております。 
9. 特別法上の引当金の計上基準 
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の５に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券

又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、国内連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣
府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。 

10. 退職給付に係る会計処理の方法 
退職給付債務の算定にあたり、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

いては期間定額基準によっております。また、数理計算上の差異の処理方法は次のとおりであります。 
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

10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
費用又は収益処理 

11. 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・負債及び海外支店勘定は、主として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。 
連結される子会社及び子法人等の外貨建資産及び負債については、それぞれの決算日の為替相場によ

り換算しております。 
12. 重要なヘッジ会計の方法 
（1）金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は､「銀行業における金融商
品会計基準適用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24
号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という｡）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、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等
とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相
関関係の検証により有効性の評価をしております。 

（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。以下「業種別監査委員会報告第25号」という｡）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。 

（3）連結会社間取引等 
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、

ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会
報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー
取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じ
る収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、金利スワップの特例処理を行っております。 
国内の連結される子会社及び子法人等は、金利スワップの特例処理を行っております。 

13. 消費税等の会計処理 
当行並びに国内の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、税抜方式に

よっております。 
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Ⅲ 会計方針の変更 
 ｢退職給付に関する会計基準｣ (企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい
う｡) 及び「退職給付に関する会計基準の適用指針｣ (企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下
｢退職給付適用指針」という｡) を、当連結会計年度末より適用し (ただし、退職給付会計基準第35項本文及
び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く)、当連結会計年度末から、退職給付債務と年金資産
の額の差額を、退職給付に係る資産または退職給付に係る負債として計上しております。 
 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従っており、当
連結会計年度末において、税効果調整後の未認識数理計算上の差異をその他の包括利益累計額の退職給付に
係る調整累計額として計上しております。この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が
16,729百万円、退職給付に係る負債が14,927百万円計上されております。また、繰延税金資産が152百万
円減少、繰延税金負債が977百万円減少、その他の包括利益累計額が1,693百万円減少しております。 
 
Ⅳ 注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
1. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、｢有価証券」中の国債に
45,984百万円含まれております。 
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は5,471百万円、延滞債権額は106,011百万円であります。 
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

本又は利息の取立又は弁済の見込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。 
3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は757百万円であります。 
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27,016百万円であります。 
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139,257百万
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等は、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、20,332百万円であります。 
7. ローン・パーティシペーションで､「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示｣（日本公認会
計士協会会計制度委員会報告第３号）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本
金額のうち、連結貸借対照表計上額は、48,918百万円であります。 
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8. 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 
現金（その他資産） 399百万円
有価証券 457,555百万円

担保資産に対応する債務 
預  金 34,608百万円
債券貸借取引受入担保金 125,270百万円
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等として、有価証券73,780百

万円、その他資産12,174百万円を、借用金3,050百万円の担保として、リース料債権3,887百万円を差
し入れております。 
また、その他資産には、先物取引差入証拠金０百万円、保証金924百万円が含まれております。 

9. 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、1,397,396百万円であります。このうち原契約期間が1年以内

のものが1,225,427百万円あります。 
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、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）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。 

10.  有形固定資産の減価償却累計額 69,106百万円
11.  有形固定資産の圧縮記帳額 8,384百万円
12. ｢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23,404百万円であります。 

 
（連結損益計算書関係） 
1. ｢その他の経常費用」には、金銭の信託運用損3,945百万円を含んでおります。 

 
（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 521,103 ― ― 521,103  

自己株式    
普通株式 14,922 35 106 14,850 （注） 

 
（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求であり、減少は新株予約権の行使による104千株

及び単元未満株式の買増請求による２千株であります。 
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2. 新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の 内 訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数(株 ) 当連結会
計年度末
残 高 
(百万円) 

摘要当連結会計
年 度 期 首

当連結会計
年 度 増 加

当連結会計
年 度 減 少

当連結会計 
年 度 末 

当行 

ストック・
オプション
としての新
株予約権 

― 233  

合計 ― 233  
  
3. 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
1株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

平成25年６月21日 
定時株主総会 

普通株式 3,290百万円 6.50円 平成25年３月31日 平成25年６月24日

平成25年11月８日 
取締役会 

普通株式 2,531百万円 5.00円 平成25年９月30日 平成25年12月10日

合計  5,821百万円   
 
(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 
平成26年６月20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       3,037百万円 
② １株当たり配当額     6.00円 
③ 基準日          平成26年３月31日 
④ 効力発生日        平成26年６月23日 
なお、配当原資は、利益剰余金とする予定であります。 

 
（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、ローン事業及び投資商品の販売などの金融サービス事業を行っております。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調整して、預金及び短期金融市場によって資金調達
を行っております。 
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（以下「ALM」という｡）をしており、
その一環として、デリバティブ取引も行っております。 
また、当行及び一部の連結子会社では、顧客販売に対応するため有価証券を売買目的で保有しており

ます。 
(2)金融商品の内容及びそのリスク 
①貸出金 
主として国内のお取引先に対する貸出金であり、お取引先の契約不履行によってもたらされる信
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用リスクに晒されております。貸出金は、ある特定の企業集団には集中しておりませんが、営業の
基盤である長野県内のお取引先に対する比率は５割を超えており、長野県の経済環境の変化により
信用リスクが増加する可能性があります。 
②有価証券 
主に債券、株式、投資信託及び組合出資金であり、満期保有目的及びその他目的で保有している

ほか、顧客販売に対応するため、一部の債券は売買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、為替リスク、流動性リスクに
晒されております。 
③預金 
お取引先から預かる預金であり、金利リスク、為替リスク、流動性リスクに晒されております。 

④デリバティブ 
デリバティブ取引の利用目的は、お取引先への各種リスクヘッジ手段の提供、当行グループの

ALMにおけるヘッジ目的及び当行の収益増強のためであります。 
デリバティブ取引には金利スワップ取引、金利キャップ取引及び通貨スワップ取引などがありま

す。当行では、これらをヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金及び有価証券に関わる金利・
為替の変動リスク等に対してヘッジ会計を適用しており、これらのヘッジ開始時から有効性判定時
点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の有効性を評価しております。 
なお、ヘッジ目的のために取組むデリバティブ取引は、年度毎に定めるヘッジ方針に基づき実施

しております。 
当行グループが利用しているデリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクに晒されておりま

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 
当行グループは、信用リスク管理に係る規程類に従い、個別案件毎の審査、与信限度額による管

理、問題債権への対応、定期的な債務者区分及び債務者格付の付与、貸出金ポートフォリオの管理
などを実施しております。審査体制については、本部においては営業推進部門と審査部門を分離し
て各々の独立性を確保しながら相互を牽制する体制としており、営業店においては申込受付から最
終決定までの間に多段階のチェックが行われる体制としております。その他の管理体制については、
定期的に債務者区分及び債務者格付の見直しを実施し、問題債権の早期把握に努めるとともに、こ
れらの結果を信用リスクの計量化・ポートフォリオ管理などに活用しております。 
有価証券の発行体の信用リスクは、リスク統括部において、半期毎に与信先・取引種目毎に与信

枠を設定し、その枠の中で取引を行う体制としております。 
②市場リスクの管理 
当行グループは、市場リスク管理に係る規程類を定め、経営の健全性や収益性を確保するため市

場リスクをコントロールしております。 
ア 金利リスク・為替リスク・価格変動リスク 
当行では、リスクとリターンのバランスを適切に保ち、リスクテイクを適正規模に調整するた

め、市場環境・経営体力等を勘案し、半期毎に市場リスク管理方針を決定しております。さらに、
市場リスク管理方針に基づいて取引の種類・お取引先毎に取扱うことのできるリスクの最大量・
損失の限度等を経営会議の承認により定めております。必要に応じて各取引種目別の投資限度額
又は保有限度額、評価損限度額等のほか、アラームポイントを設定し、市場リスク量や損失額を
一定の範囲に抑える管理運営を行っております。各取引担当部署は定められた限度の範囲で業務
遂行するほか、リスクの状況を毎日担当役員に報告し、迅速で適切な対応を実践しております。 
一方、業務管理面では、取引を執行する部署（フロントオフィス）と当該取引にかかる事務処

理部署（バックオフィス）を明確に分離し、さらにリスクを統制・管理する部署（ミドルオフィ
ス）を設置し、相互に牽制する体制となっております。 
(ア)金利リスクの管理 
金利変動による経済価値増減はバリュー・アット・リスク（以下「VaR」という｡）により、ギ

ャップ分析等による金利の変動リスクはALMにより管理しており、｢ＡＬＭ・統合リスク管理会議」
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において実施状況を把握・確認し、対応等を協議しております。なお、ALMにより金利の変動リ
スクをヘッジするための金利スワップ及び金利キャップ等のデリバティブ取引を行っております。 
(イ)為替リスクの管理 
為替変動による経済価値増減はVaRにより管理しております。また、過度な為替リスクを回避

するため、市場リスク管理方針に持ち高の上限を定めております。 
(ウ)価格変動リスクの管理 
当行では価格変動による経済価値増減はVaRにより計測し管理しております。なお、取締役会

において、自己資本や市場環境等を勘案して半年毎のVaRによるリスク限度額を決定し、その限
度額を遵守しております。一部の連結子会社では、保有する有価証券の時価を取締役会等へ定期
的に報告しリスクを管理しております。 
イ デリバティブ取引 
当行ではデリバティブ取引を管理する規程類を制定して、連結子会社の行うデリバティブ取引

を含め、一体的にリスクを管理しております。また、デリバティブ全体のポジション額、時価評
価額、市場リスク量等は担当役員及び「ＡＬＭ・統合リスク管理会議」等へ定期的に報告しリス
クを管理しております。 
デリバティブ取引のリスク管理は、リスクを統制・管理する部署（ミドルオフィス）が取引を

執行する部署（フロントオフィス）から独立して実施し、牽制が働く体制を構築しております。 
③流動性リスクの管理 
当行グループは、ALMを通じて資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランス

の調整などによって、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。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 
平成26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は、次のとおりであります。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。 
（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 478,425 478,425 ― 
（2） 有価証券  
 満期保有目的の債券 7,361 7,370 8 
 その他有価証券 2,352,431 2,352,431 ― 

（3） 貸出金 4,393,259  
 貸倒引当金（※1） △ 57,523  
  4,335,735 4,387,094 51,358 
資産計 7,173,954 7,225,321 51,367 
（1） 預金（※2） (5,986,880) (5,987,284) (404) 
（2） 譲渡性預金（※2） (528,951) (528,951) (―) 
（3） 債券貸借取引受入担保金（※2） (125,270) (125,270) (―) 
（4） 借用金（※2） (121,626) (121,648) (21) 
負債計（※2） (6,762,727) (6,763,154) (426) 
デリバティブ取引（※3）  
ヘッジ会計が適用されていないもの 604 604 ― 
ヘッジ会計が適用されているもの (16,908) (16,908) (―) 

デリバティブ取引計 (16,304) (16,304) (―) 
（※1） 貸出金に対応する一般貸倒引当金（23,123百万円）及び個別貸倒引当金（34,400百万円）を控除し

ております。 
（※2） 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。 
（※3） 特定取引資産・負債及びその他資産・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、合計で正味の債務となる

項目については、( )で表示しております。 
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（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も、約定期間が短期間（１年以内）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。 
 
（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を時価としております。
投資信託は、公表されている基準価格を時価としております。 
保証付私募債は、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に内部格付等に応じ

たスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。 
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。 

 
（3）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
きく異なっていない限り、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
定金利によるもので事業性貸出金は、貸出金の種類、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額
を市場金利に内部格付等に応じたスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。固定金利
によるもので非事業性貸出金は、商品別、期間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
れる適用利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）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等については、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いることから、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、時価は帳簿価額に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。 
 
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、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いて
現在価値を算定しております。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を用いております。
なお、預入期間が短期間（１年以内）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）債券貸借取引受入担保金 

債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間（１年以内）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）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、当行及び連結子法人等の信用
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 
(金利スワップの特例処理の対象とされた借用金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計
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、約定期間が短期
間 (１年以内) 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。 
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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) であります。
これらの時価は、取引所取引については、東京証券取引所、東京金融取引所等における最終の価格、店頭取引
については、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(2)その他有価証券」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) 9,828
② 組合出資金等(*2) 9,516

合  計 19,344
(*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) 組合出資金等のうち、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。 

 
（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか､「現金預け金」中の譲渡性預け金､「特定取引資産」中の商品
有価証券、その他の特定取引資産が含まれております。 

1. 売買目的有価証券（平成26年３月31日現在） 
 当連結会計年度の損益に含

まれた評価差額（百万円）
売買目的有価証券 △ 1

 
2. 満期保有目的の債券（平成26年３月31日現在） 

 
種類 

連結貸借対照表
計上額 

（百万円）
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの

国 債 5,254 5,272 17 
社 債 ― ― ― 

小 計 5,254 5,272 17 
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの 

国 債 1,200 1,200 △ 0 
社 債 906 897 △ 9 

小 計 2,107 2,097 △ 9 
合計 7,361 7,370 8 
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3. その他有価証券（平成26年３月31日現在） 
 

種類 
連結貸借対照表
計上額 

（百万円）
取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

株 式 244,078 94,855 149,222 
債 券 1,578,863 1,521,178 57,685 
 国 債 1,247,605 1,197,370 50,235 
 地方債 78,177 75,079 3,097 
 社 債 253,080 248,728 4,352 
その他 306,950 299,291 7,658 
 うち外国証券 249,073 244,745 4,328 

小 計 2,129,891 1,915,325 214,566 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

株 式 5,664 6,243 △ 578 
債 券 40,623 40,732 △ 109 
 国 債 15,512 15,541 △ 28 
 地方債 11,426 11,448 △ 22 
 社 債 13,683 13,742 △ 58 
その他 176,749 178,430 △ 1,680 
 うち外国証券 163,459 164,776 △ 1,317 

小 計 223,036 225,405 △ 2,369 
合計 2,352,928 2,140,731 212,197 

 
4. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成25年４月１日 至 平成26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 7,164 749 34 
債券 524,289 9,751 2,354 
国債 524,238 9,750 2,354 
社債 50 0 ― 
その他 89,222 3,467 1,202 
うち外国証券 57,213 660 691 
合計 620,677 13,968 3,591 

 
（１株当たり情報） 
１株当たりの純資産額 1,120円33銭
１株当たりの当期純利益金額 52円38銭
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（ストック・オプション等関係） 
1. ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名
  営業経費   73百万円 
2. ストック・オプションの内容  
 平成20年ストック・

オプション
平成21年ストック・

オプション
平成22年ストック・ 

オプション 
付与対象者の区分及び人数 取締役 ９名 取締役 ８名 取締役 ８名 
ストック・オプションの数 普通株式  105,700株 普通株式  135,900株 普通株式  150,000株
付与日 平成20年７月28日 平成21年７月27日 平成22年８月２日 
権利確定条件 該当ありません。 該当ありません。 該当ありません。 
対象勤務期間 該当ありません。 該当ありません。 該当ありません。 

権利行使期間 平成20年７月29日から
平成45年７月28日まで

平成21年７月28日から
平成46年７月27日まで

平成22年８月３日から 
平成47年８月２日まで 

 
 平成23年ストック・

オプション
平成24年ストック・

オプション
平成25年ストック・ 

オプション 
付与対象者の区分及び人数 取締役 ８名 取締役 ８名 取締役 ７名 
ストック・オプションの数 普通株式 150,000株 普通株式 150,000株 普通株式 129,300株
付与日 平成23年８月８日 平成24年８月６日 平成25年８月５日 
権利確定条件 該当ありません。 該当ありません。 該当ありません。 
対象勤務期間 該当ありません。 該当ありません。 該当ありません。 

権利行使期間 平成23年８月９日から
平成48年８月８日まで

平成24年８月７日から
平成49年８月６日まで

平成25年８月６日から 
平成50年８月５日まで 

 
3. ストック・オプションの規模及びその変動状況 
(1)ストック・オプションの数 
 平成20年

ストック・
オプション

平成21年
ストック・
オプション

平成22年
ストック・
オプション

平成23年
ストック・
オプション

平成24年 
ストック・ 
オプション 

平成25年 
ストック・
オプション

権利確定前   
期首数 31,500株 75,200株 97,800株 150,000株 150,000株 ― 
付与数 ― ― ― ― ― 129,300株
権利失効数 ― ― ― ― ― ― 
権利確定数 ― 13,500株 30,000株 30,400株 30,400株 ― 
権利未確定残数 31,500株 61,700株 67,800株 119,600株 119,600株 129,300株

権利確定後   
期首数 ― ― ― ― ― ― 
権利行使数 ― 13,500株 30,000株 30,400株 30,400株 ― 
権利不行使による失効数 ― ― ― ― ― ― 
権利未行使残数 ― ― ― ― ― ― 
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(2)単価情報 
 平成20年

ストック・
オプション

平成21年
ストック・
オプション

平成22年
ストック・
オプション

平成23年
ストック・
オプション

平成24年 
ストック・ 
オプション 

平成25年 
ストック・
オプション

権利行使価格 1円 1円 1円 1円 1円 1円 
行使時平均株価 ― 529円 529円 529円 529円 ― 
付与日における公正な評価
単価 617円 512円 452円 374円 410円 602円 

 
4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 
 当連結会計年度において付与された平成25年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積
り方法は以下のとおりであります。 
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式 
② 主な基礎数値及び見積方法 
 平成25年ストック・オプション 
株価変動性（注）1  27.92%
予想残存期間（注）2 １年５ヶ月
予想配当（注）3 ８円／株
無リスク利子率（注）4  0.113%
（注）1．予想残存期間１年５ヶ月に対応する期間（平成24年２月から平成25年８月まで）の株価実績

に基づき算定しております。 
2．過去の役員の平均的な在任期間から、現在の在任役員の平均在任期間を減じた期間を予想残
存期間とする方法で見積もっております。 
3．平成25年３月期の配当実績 
4．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り 

 
5. ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を
採用しております。 

 
  


