
■ 事業の概況（92期）
（１）事業概況等
【事業の方針】
　当庫のもつ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、地域社会の
発展のため地域金融機関として「地域産業・経済の健全なる発展」
「地域住民の生活文化の向上、豊かな未来創り」「地域に根ざした
社会的評価の向上」「地域から信用・信頼・信任される人材育成」
を経営理念に掲げ取り組んでいます。
　平成29年度は、地域の成長・発展を目指す「しんきんスクラム
強化３ヵ年計画」（平成27年４月〜平成30年３月）の最終年度と
して、地域経済の活性化や地元中小企業の持続的な発展に貢献す
ることを使命とする信用金庫の特色を活かし、創業支援、ビジネ
スマッチングや商談会などの販路開拓支援、観光振興など積極的
に関わって参りました。

【経営方針】
　課題解決型金融の強化に向けて、果敢に挑戦していく決意を持っ
て、信用金庫の独自性・特色を活かしながら、「まち・ひと・しご
とと地方創生」に関わり、お客様や地域の成長・発展等に資する
取組みを推進し、相互扶助の精神で信用金庫の存在意義を高め、
地域社会において必要とされる金融機関であり続けることを目指
し、「しんきんブランド力」を発揮して参りました。

【平成29年度	基本目標】
１．環境変化に対応する経営管理態勢の構築・競争力の強化
� ・�マイナス金利環境下における収益構造の見直し、収益力の

強化
� ・�事業性評価、金融仲介機能のベンチマーク等を踏まえた資

金需要の創出、貸出の増強
� ・取引先企業に対するコンサルティング機能の強化
� ・法令遵守の充実・強化
� ・ガバナンス強化に向けた自主的な取組みの推進
� ・顧客本位の業務運営にかかる体制整備
２．地方創生・中小企業支援に向けた取組み
� ・地方公共団体の地方版総合戦略への積極的な協力
� ・経営改善、事業再生、事業継承等の積極的な支援
� ・�広範な中小企業関係機関および外部専門家等との連携、各

種公的支援制度の活用
３．「信用金庫ブランド」の確立とイメージアップ戦略の積極展開
� ・�身近で信頼される地域金融機関としての「信用金庫ブラン

ド」の確立
� ・�若年層を中心とした広範な顧客層に対する信用金庫の理解

促進
４．「信用金庫人」の育成とやりがいをもてる職場環境づくり
� ・地域の期待に応える「信用金庫人」の育成
� ・働き方改革などの新たな雇用ルールへの対応
� ・多様な人材が一層活躍することができる職場環境づくり
� ・�女子職員の活躍促進できる組織風土の醸成、早期戦力化へ

の対応
５．当庫の知的資産経営への取組み

【29年度	数値目標】

預　　　金 末残 748億円 平残 756億円

貸　出　金 末残 503億円 平残 492億円

当期純利益 113百万円

【経済金融事情】
　国内経済は、政府が推進する経済政策の効果に加え、好調な米
国経済などに支えられ、景気は緩やかな回復基調が続き、株式市
場は企業収益の改善を背景として高値圏で推移しました。
　金融業界を取り巻く環境は、日銀のマイナス金利導入や社会の
少子高齢化問題、人口減少傾向、特にこの傾向は地方ほど顕著で
あり、厳しいものがあります。
　このような中、当地区の企業では、大手進出企業の事業拡大な
ど製造業を中心に受注の回復が見られた一方、小売業、サービス
業などでの高齢化や人手不足により売上が伸び悩む事業所、後継
者不在により廃業される事業所も近年増加しております。

【業績】
　平成29年度の業容につきましては、預金積金の期末残高が755
億円（前期比29億円増加、伸長率4.07%増）、貸出金の期末残高
が504億円（前期比13億円増加、伸長率2.78%増）となりました。
　損益状況につきましては、経常収益が1,577百万円（前期比
105百万円増収、7.15%増）、経常費用が1,349百万円（前期比
96百万円増加、7.69%増）となり、経常利益は227百万円（前
期比８百万円増益、4.04%増）税引前当期純利益は227百万円（前
期比８百万円増益、4.01%増）、当期純利益は149百万円（前期
比118百万円減益、44.35%減）となりました。
　自己資本比率の状況につきましては、12.49%と国内基準であ
る４％を大きく上回っております。
　なお、決算に関しましては、会員や顧客の信頼を得るべく有限
責任監査法人トーマツの会計監査を受け、より正確で透明性の高
いものとなるよう努めております。

金　　額 目標達成率 対前年伸長率

預　　　金
末　残 75,521百万円 100.96% 4.07%

平　残 75,954百万円 100.46% 2.93%

貸　出　金
末　残 50,406百万円 100.21% 2.78%

平　残 49,941百万円 101.56% 4.97%

当期純利益 149百万円（前期比118百万円減益、44.35%減）

【事業の展望及び当庫が対処すべき課題】
　平成30年度は、地域と共に未来へ歩み続ける協同組織金融機関
を目指し、「しんきん『共創力』発揮３ヵ年計画」（平成30年４月
〜平成33年３月）の初年度であります。地域経済の活性化や地元
中小企業の持続的な発展に貢献することを使命とする信用金庫の
特色を活かし、創業支援、ビジネスマッチングや商談会などの販
路開拓支援、観光振興など今後も積極的に関わって参ります。
　マイナス金利政策の長期化によって他金融機関・異業種等との
競争が一層激化することが想定されることから、Face�to�Faceに
よるきめ細やかな支援など“信用金庫の独自性・特性や強みを生
かし、差別化を図ることができる取組み”を強化していくことが
当庫が対処すべき課題であります。これからも地域金融機関とし
て経営理念を掲げ、「課題解決型金融の推進」「地域社会の活性化
や環境問題等の社会的責任」に取り組み、会員並びにお客様から
信頼され、地域から必要とされる「いまりしんきん」を目指し、
地域密着型金融の一層の推進に取り組むこととしています。
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■ 最近５年間の主要な経営指標の推移
単位 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

経常収益 千円 1,648,126 1,528,736 1,506,775 1,472,218 1,577,571�
経常利益（又は経常損失（△）） 千円 287,078 316,293 262,687 218,998 227,854�

当期純利益（又は当期純損失（△）） 千円 216,700 251,265 171,064 268,156 149,206�

出資総額 百万円 189 191 193 193 196�
出資総口数 千口 379 382 387 387 393�
純資産額 百万円 4,650 5,248 5,227 5,308 5,310�
総資産額 百万円 71,342 74,144 76,991 78,440 81,369�
預金積金残高 百万円 65,994 68,256 71,134 72,567 75,521�
貸出金残高 百万円 45,205 46,562 47,474 49,038 50,406�
有価証券残高 百万円 15,879 18,322 19,322 19,957 19,033�
単体自己資本比率 ％ 12.89 12.60 12.31 12.54 12.49
出資に対する配当金（出資1口当たり） 円 25 20 20 20 20�
役員数 人 12 11 11 13 13�
　　うち常勤役員数 人 6 6 6 7 7�
職員数 人 88 90 87 81 81
会員数 人 5,898 5,959 6,010 6,073 6,111�

■ 業務純益
平成28年度 平成29年度

業務純益 221,851 127,565	

（注）�業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
� �業務純益とは、一般企業でいう営業利益にあたるもので、金融機関が預金業務・貸出金業務・為替業務など日常の営業活動から生み出される利益で、金融機関

の収益力を示す重要な指標となっています。
� また、業務純益は、有価証券の含み益と同様に、不良債権等の償却能力を判断する基準ともなります。

（単位：千円）

■ 業務粗利益
平成28年度 平成29年度

資金運用収支 1,197,873 1,174,428	
資金運用収益 1,245,478 1,223,025�
資金調達費用 47,605 48,597�

役務取引等収支 △	13,266 △	20,058
役務取引等収益 127,225 126,685�
役務取引等費用 140,491 146,744�

その他の業務収支 29,175 △	31,456
その他業務収益 68,766 29,312�
その他業務費用 39,590 60,769

業務粗利益 1,213,782 1,122,913	
業務粗利益率 1.57 1.42

（単位：千円、％）

（注）�１．業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×100
� ２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。
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貸借対照表

科　　目 第91期
平成29年３月31日現在

第92期
平成30年３月31日現在

【資　産　の　部】
●現金 2,197 2,090
●預け金 6,518 8,970
●買入金銭債権 － 100
●有価証券 19,957 19,033

国債 1,030 722
地方債 1,333 1,330
社債 11,905 11,409
株式 1,054 1,031
その他の証券 4,632 4,539

●貸出金 49,038 50,406
割引手形 439 477
手形貸付 1,984 2,848
証書貸付 44,677 45,258
当座貸越 1,937 1,822

●その他資産 419 459
未決済為替貸 6 8
信金中金出資金 318 318
前払費用 2 1
未収収益 60 70
その他の資産 31 60

●有形固定資産 835 822
建物 416 385
土地 326 326
リース資産 51 71
その他の有形固定資産 40 38

●無形固定資産 4 4
ソフトウェア 0 0
その他の無形固定資産 3 3

●繰延税金資産 194 198
●債務保証見返 77 55

●貸倒引当金
　（うち個別貸倒引当金）

△803
（△789）

△771
（△740）

資 産 の 部 合 計 78,440 81,369

◆外部監査制度の導入

　平成29年度（第92期）の貸借対照表、損益計

算書及び剰余金処分計算書については、有限責

任監査法人トーマツの監査を受けております。

　平成29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。）の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監

査の有効性を確認しております。

　平成30年６月１日

　　伊万里信用金庫

　　　理�事�長　　中　山　武　重

(単位：百万円）

財務諸表
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科　　目 第91期
平成29年３月31日現在

第92期
平成30年３月31日現在

【負　債　の　部】
●預金積金 72,567 75,521

当座預金 1,290 1,341
普通預金 21,881 23,838
貯蓄預金 50 48
通知預金 90 0
定期預金 45,033 46,001
定期積金 4,028 4,042
その他の預金 191 249

●その他負債 185 190
未決済為替借 13 15
未払費用 28 23
給付補てん備金 2 2
未払法人税等 17 22
前受収益 33 29
リース債務 52 69
その他の負債 37 26

●賞与引当金 24 23
●役員賞与引当金 5 6
●退職給付引当金 181 164
●役員退職慰労引当金 84 92
●再評価に係る繰延税金負債 4 4
●債務保証 77 55
負 債 の 部 合 計 73,131 76,059

【純　資　産　の　部】
●出資金 193 196

普通出資金 193 196
●利益剰余金 4,982 5,123

利益準備金 193 193
その他の利益剰余金 4,788 4,930
　特別積立金 3,600 3,700
　当期未処分剰余金 1,188 1,230

●会員勘定合計 5,176 5,321
●その他有価証券評価差額金 298 154
●土地再評価差額金 △165 △165
●評価・換算差額等合計 132 △10
純 資 産 の 部 合 計 5,308 5,310
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 78,440 81,369

負債及び純資産 (単位：百万円）

科　　目 第91期 第92期

●当期未処分剰余金 1,188,975,461		 1,230,760,730	
●剰余金処分額 107,421,087		 111,171,075	

利益準備金 △259,500�� 3,395,000�
普通出資に対する配当金 7,680,587�� 7,776,075�
特別積立金 100,000,000�� 100,000,000�

●繰越金（当期末残高） 1,081,554,374		 1,119,589,655	

(単位：円）

剰余金処分計算書

財務諸表
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科　　目 第91期
平成29年３月31日現在

第92期
平成30年３月31日現在

●経常収益 1,472,218 1,577,571

★資金運用収益 1,245,478 1,223,025

貸出金利息 968,281 981,907

預け金利息 14,059 14,517

有価証券利息配当金 256,268 218,544

その他の受入利息 6,868 8,057

★役務取引等収益 127,225 126,685

受入為替手数料 60,787 61,417

その他の役務収益 66,437 65,267

★その他業務収益 68,766 29,312

外国為替売買益 4 －

国債等債券売却益 43,332 11,811

その他の業務収益 25,429 17,501

★その他経常収益 30,748 198,547

償却債権取立益 721 720

株式等売却益 23,868 196,330

その他の経常収益 6,158 1,496

●経常費用 1,253,219 1,349,717

★資金調達費用 47,605 48,597

預金利息 46,316 47,242

給付補填備金繰入額 1,288 1,355

★役務取引等費用 140,491 146,744

支払為替手数料 25,549 25,268

その他の役務費用 114,941 121,475

★その他業務費用 39,070 60,706

外国為替売買損 － 276

国債等債券償却 39,070 60,430

★経費 1,017,678 992,971

人件費 627,565 618,153

物件費 372,675 357,798

税金 17,438 17,018

★その他経常費用 8,374 100,698

貸倒引当金繰入額 3,979 95,220

貸出金償却 － 1,367

株式等売却損 1,106 －

その他の経常費用 3,289 4,111

●経常利益 218,998 227,854

●特別損失 90 150

固定資産処分損 90 150

●税引前当期純利益 218,908 227,703

●法人税、住民税及び事業税 15,763 29,246

●法人税調整額 △65,010 49,250

●法人税等合計 △49,247 78,497

●当期純利益 268,156 149,206

●繰越金（当期首残高） 920,819 1,081,554

●当期未処分剰余金 1,188,975 1,230,760

(単位：千円）

注記事項（第92期）
　　　（損益計算書関係）
　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．出資1口当たりの当期純利益金額382円12銭

損益計算書

財務諸表
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注記事項（第92期）
（貸借対照表関係）

�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）、その他有価証券については時価のあるも
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）、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。

�３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、
平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並
びに平成28年４月１日以後に取得した建設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���10年〜50年
　　　　動　産　�２年〜20年

�４．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。

�５．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。

�６．外貨建資産は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

�７．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。

　　　日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金
融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関
する実務指針」（平成24年７月４日）に規定する正常先債権及び要
注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、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。破綻懸念先債権に相当する債権について
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、その残額のうち必要と認める額を計上しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当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
した残額を計上しております。

　　　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、その査定結果
により上記の引当を行っております。

�８．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。

�９．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。

10．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。

� 　当庫は、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

出等に占める当庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとお
りであります。

� 　①　制度全体の積立状況に関する事項（平成29年３月31日現在）
� 　　　　　年金資産の額　　　　　　　　　　1,634,392百万円
� 　　　　　�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　　　　　　　　　　　　1,793,308百万円
� 　　　　　差引額　　　　　　　　　　　　　△158,915百万円
� 　②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
� 　　　　　平成29年３月31日現在　　0.0748％
� 　③　補足説明
� 　　　　�　上記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214,616百万円及び繰越不足金55,700百万
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カ月の元利均等償却であり、当庫は、当事業
年度の財務諸表上、特別掛金14百万円を費用処理してお
ります。

� 　　　　�　なお、特別掛金の額は、予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、上記
②の割合は当庫の実際の負担割合とは一致しません。

11．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。

12．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。

13．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総
額　　59百万円

14．有形固定資産の減価償却累計額　　1,364百万円

15．貸出金のうち、破綻先債権額は250百万円、延滞債権額は2,102
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。

16．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。

17．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。
� 　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。

18．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2,352百万円であります。

� 　なお、15から18に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額で
あります。

19．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
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て処理しております。これにより受け入れた商業手形は、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477百万円であります。

20．担保に供している資産は、信用金庫為替決済規定による決済取引の
担保として差し入れている定期預け金700百万円であります。

21．「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　　平成14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３号に定める「地方税法（昭和25年法律第
226号）第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補
充課税台帳に登録されている価格」により算出しております。

� 　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　　△153百万円

22．出資１口当たりの純資産額　　13,481円41銭

23．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
� 　当庫は、預金業務、融資業務及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。

（2）��金融商品の内容及びそのリスク
� 　当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、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。
� 　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されて

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
� 　当庫は、「クレジットポリシーによる厳正な審査」「ポートフォリ

オ管理による特定業種及び大口化等の偏った融資の回避」「不動産
担保融資は定期的な評価の見直しによる適正担保評価の確保」に努
め融資審査管理部門で管理しています。

　�②　市場リスクの管理
� 　当庫は、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクなど市場リス

クについて、総務部において、余裕資金運用に係るリスク管理細則
などに基づき日常的に計数を把握するほか、定期的に資産負債総合
管理委員会（ALM委員会）に報告を行うことで管理しております。

� ・市場リスクに係る定量的情報
� 　当庫において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」であります。
� 　当庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間

240日、観測期間５年間で計測される99パーセンタイル金利変動
幅を用いた経済価値の変動を市場リスク量として、定量分析を行っ
ています。算出に当たっては、再評価法を用い、金利が99パーセ
ンタイル変動幅だけ変化した時の時価総額を再計算し、変化前後の
変化の大きさを用いて当該リスク量としています。平成30年３月

31日において、当該リスク量の大きさは552百万円になります。
� 　ただし、当該リスク量は金利以外のリスク変数が一定の場合を想

定しているため、金利以外のリスク変数が変化した場合のリスク量
は捕捉できません。また99パーセンタイル変動幅を超える変動が
生じた場合には算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　�③　資金調達に係る流動性リスクの管理
� 　当庫は、ALM委員会を通して、適時に資金管理を行うほか、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。

� 　なお、金融商品のうち貸出金については、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。

24．金融商品の時価等に関する事項
� 　平成30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。

（単位：百万円）

貸借対照表
計　上　額

時　価 差　額

(1)　預け金 8,970 8,970 －

(2)　有価証券

　　　その他有価証券 19,027 19,027 －

(3)　貸出金 50,406

　　　貸倒引当金 △771

49,635 49,841 206

　　　　　金融資産計 77,632 77,838 206

　　　預金積金 75,521 75,537 15

　　　　　金融負債計 75,521 75,537 15

（注1）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
　（1）預け金
� 　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。
　（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
準価額によっております。

� 　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については
25．から27．に記載しております。

　（3）貸出金
� 　貸出金は、以下の①〜③の方法により算出し、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。）の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金
を控除した価額

　�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種類及び期間に基

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た価額
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金融負債
　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。

（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
象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）

区　分 貸借対照表計上額

非上場株式（＊1） 5

信金中金出資金（＊1） 318

合　　計 324

（＊1）非上場株式及び信金中金出資金については、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。

25．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、27．まで同様であります。

その他有価証券

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 685 461 223

債券 9,392 9,246 146

　国　債 722 701 20

　地方債 1,230 1,200 30

　社　債 7,439 7,343 95

その他 1,911 1,742 168

　外国債券 1,375 1,334 40

　その他 536 407 128

小　計 11,989 11,450 538

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

株式 340 391 △51

債券 4,069 4,095 △25

　国　債 － － －

　地方債 99 100 △0

　社　債 3,970 3,995 △25

その他 2,627 2,876 △248

　外国債券 1,383 1,483 △100

　その他 1,244 1,392 △148

小　計 7,038 7,364 △326

合　　　計 19,027 18,814 212

26．当事業年度中に売却したその他有価証券

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 649 193 －

債　券 405 5 －

　地方債 101 1 －

　社　債 304 4 －

その他 67 9 －

合　計 1,121 208 －

27．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60百万円(うち、社債60百万
円)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、時価
が取得原価に比べて50%以上下落した場合と、30%以上50%未
満下落した場合で、かつ、金融商品会計に関する実務指針に基づき
当庫が制定した基準に該当する場合であります。

28．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、
8,681百万円であります。このうち、契約残存期間が１年以内の
ものが4,110百万円あります。

� 　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限度
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（更新時）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。

29．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� 167百万円
　　退職給付引当金� 45　　　
　　貸倒損失否認額� 66　　　
　　減価償却費償却限度超過額� 64　　　
　　その他� 40　　　
繰延税金資産小計� 383　　　
評価性引当額� △127　　　
繰延税金資産合計� 256　　　
繰延税金負債�
　　その他有価証券評価差額金� 57　　　
繰延税金負債合計� 57　　　
繰延税金資産の純額� 198百万円
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＜報酬体系について＞

１．対象役員
　�　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対す

る報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」在任期間中の職務執行及び特別功労の対価と

して退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

（１）報酬体系の概要

【基本報酬及び賞与】

　非常勤を含む全役員の基本報酬額及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの

支払額の最高限度額を決定しております。

　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績

等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきま

しては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】

　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っており

ます。

　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金支払に関して、主として次の事項を規程で定めております。

　　ａ．決定方法　ｂ．支払手段　ｃ．決定時期と支払時期

（２）平成29年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

区　　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 77百万円

（注）� １．対象役員に該当する理事は６名、監事は１名です（期中に退任した者を含む）

� ２．上記の内訳は、「基本報酬」73百万円、「賞与」４百万円となっております。

� 　　�　なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入れた

引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。

� ３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（３）その他

　�　「信用金庫法施行規則第 132条第１項第６号の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業

務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年

３月 29日付金融庁告示第22号）第３条第１項第３号及び第５号並びに第２項第３号及び第５号に該当する事項

はありませんでした。

２．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対

象役員が受ける報酬等と同等以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える

者をいいます。

　なお、平成29年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

平成29年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。

役職員の報酬体系の情報開示
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（単位：百万円、千円、％）

（注）�１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成28年度165百万円、平成29年度212百万円）を控除して表示しております。
� ２．国内業務部門と国際業務部門の区別をしておりません。

■ 資金運用収支の内訳
平均残高（百万円） 利　　息（千円） 利回り（％）

平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度

資金運用勘定 77,045 79,006	 1,245,478 1,223,025	 1.61 1.54
うち貸出金 47,573 49,941� 968,281 981,907� 2.03 1.96
うち預け金 9,863 9,023� 14,059 14,517� 0.14 0.16
うち有価証券 19,290 19,688� 256,268 218,544� 1.32 1.10
資金調達勘定 73,791 75,954	 47,605 48,597	 0.06 0.06
うち預金積金 73,791 75,954� 47,605 48,597� 0.06 0.06
うち借用金 － － － － － －

（注）�１．残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。
� ２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

■ 受取利息・支払利息の増減 （単位：百万円）

平成28年度 平成29年度

残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 56 △	179 △	123 49 △	72 △	23
うち貸出金 31 △�61 △�29 44 △�30 13
うち預け金 △�0 1 1 0 1 0
うち有価証券 25 △�120 △�94 5 △�43 △�37
支払利息 0 △	5 △	4 0 0 0
うち預金積金 0 △�5 △�4 0 0 0

■ 経費の内訳 （単位：千円）

平成28年度 平成29年度

人　件　費 627,565 618,153	
報酬給料引当 492,822 492,192�
退職給付費用 55,952 50,382�
その他 78,790 75,579�
物　件　費 372,675 357,798	
事務費 161,244 163,365�
　（うち旅費・交通費） （　3,007） (　3,582)
　（うち通信費） （�14,342） (�14,945)
　（うち事務機械賃借料） （　7,043） (　6,481)
　（うち事務委託費） （�98,810） (�99,686)
固定資産費 �70,728 47,694�
　（うち土地建物賃借料） （　4,340） (　4,337)
　（うち保全管理費） （�29,094） (�28,531)
事業費 40,906 47,756�
　（うち広告宣伝費） （�15,947） (�23,860)
　（うち交際費・寄贈費・諸会費） （�22,522） (�21,283)
人事厚生費 16,492 15,103�
減価償却費 53,475 56,984�
その他 29,828 26,895�
税　　金 17,438 17,018	

合　　　　計 1,017,678 992,971	

■ 利鞘 平成28年度 平成29年度

資 金 運 用 利 回 1.61 1.54
資 金 調 達 原 価 率 1.42 1.35
総 資 金 利 鞘 0.19 0.19

（単位：％）

（注）　総資産経常（当期純）利益率(又は損失率） ＝
経常（当期純）利益(又は損失）

×�100
総資産（除く債務保証見返）平均残高

■ 利益率 平成28年度 平成29年度

総資産経常利益率（又は損失率） 0.27 0.27
総資産当期純利益率（又は損失率） 0.33 0.18

（単位：％）
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