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当連結会計年度の業績　
当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
　　当連結会計年度のわが国経済は、年度前半は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、景気が大きく落ち込みました。その後、
輸出や生産活動などの一部や個人消費において持ち直しの動きがみられたものの、総じて厳しい状況が続きました。地元香川県も全国
と同様であり、依然として厳しい状況が続いております。
なお金融面では、追加経済対策などを背景とした景気回復期待から米国株式市場が上昇したことを受けて、日経平均株価は上昇基調を

強め、一時３万円台まで上昇する場面もみられました。
このような金融経済環境のなか、百十四グループは、銀行業務を中心として地域に密着した営業活動の展開を図るとともに、リース

業務などの金融サービスの提供につとめました結果、当連結会計年度の業績は以下のとおりとなりました。　○預金・預り資産……当連結会計年度末の預金残高は、法人、個人及び公共預金がいずれも増加したことにより、前連結会計年度末比
3,754億円増加して４兆4,405億円となり、譲渡性預金を含めた総預金では、前連結会計年度末比3,700億円増加して４兆5,252億
円となりました。なお、新型コロナウイルス感染症対策としての特別定額給付金の支給及び関連融資の資金滞留等により、個人向け
預金や法人向け預金が増加しました。

　 また、当連結会計年度末の預り資産残高は、株高などにより期限前償還が発生した金融商品仲介は減少しましたが、投資信託及び
一時払保険の増加により、前連結会計年度末比45億円増加して3,041億円となりました。

○貸出金……当連結会計年度末の貸出金残高は、個人向け貸出金が減少しましたが、法人向け及び公共向け貸出金の増加により、前連
結会計年度末比1,884億円増加して３兆357億円となりました。

○有価証券……当連結会計年度末の有価証券残高は、ポートフォリオの見直し等を行った結果、その他（投資信託・外国証券等）は減
少しましたが、株式及び債券が増加したことにより、前連結会計年度末比132億円増加して１兆2,729億円となりました。なお、当
連結会計年度末の「その他有価証券」の差引評価益は、前連結会計年度末比394億円増加して609億円となりました。

○損益
〈経常収益〉

当連結会計年度の経常収益は、国債等債券売却益や貸出金利息の減少などにより、前連結会計年度比77億78百万円減少して689
億50百万円となりました。

〈連結粗利益〉
当連結会計年度の連結粗利益は、債券関係損益の減少などにより、前連結会計年度比30億67百万円減少して468億21百万円とな

りました。
〈経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益〉

当連結会計年度の経常利益は、不良債権処理費用は減少しましたが、株式関係損益の減少などにより、前連結会計年度比66億74
百万円減少して53億８百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比51億50百万円減少して
25億65百万円となりました。

業績の推移（財務ハイライト）
連結ベース （単位：百万円）

項 目 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
連結経常収益 90,508 80,813 77,196 76,728 68,950
連結経常利益 19,372 15,279 10,430 11,982 5,308
親会社株主に帰属する当期純利益 9,645 10,227 5,584 7,715 2,565
連結包括利益 15,385 15,148 △ 4,376 △ 34,246 44,306
連結純資産額 293,129 303,606 286,576 249,831 291,699
連結総資産額 4,926,538 4,777,061 4,895,624 4,953,946 5,375,569
連結自己資本比率 9.53％ 9.42％ 9.04％ 9.17％ 9.35％

（注）1.「連結自己資本比率」は、銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。
2.当行は国内基準を適用しており、バーゼルⅢ基準にて自己資本比率を算出しております。

2021年07月28日 13時55分 1ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



連結財務諸表

22 The Hyakujushi Bank, Ltd.

連結貸借対照表（資産の部） （単位：百万円）

区 分 前連結会計年度（2020年3月31日） 当連結会計年度（2021年3月31日）
現金預け金 652,010 893,016
買入金銭債権 29,264 23,598
商品有価証券 5 13
有価証券　※1.2.8.13. 1,259,729 1,272,943
貸出金　※3.4.5.6.7.8.9. 2,847,316 3,035,782
外国為替　※7. 9,793 9,429
リース債権及びリース投資資産 24,486 22,866
その他資産　※8. 75,175 63,243
有形固定資産　※10.11.12. 37,319 37,368
　建物 9,169 9,180
　土地 25,304 25,206
　リース資産 167 23
　建設仮勘定 105 0
　その他の有形固定資産 2,573 2,957
無形固定資産 5,897 5,041
　ソフトウェア 4,478 3,709
　その他の無形固定資産 1,418 1,332
退職給付に係る資産 3,351 7,721
繰延税金資産 5,995 777
支払承諾見返 20,996 21,938
貸倒引当金 △ 17,396 △ 18,172

資産の部合計 4,953,946 5,375,569

（負債及び純資産の部） （単位：百万円）

区 分 前連結会計年度（2020年3月31日） 当連結会計年度（2021年3月31日）
預金 ※8. 4,065,082 4,440,571
譲渡性預金 90,185 84,721
コールマネー及び売渡手形 34,782 12,089
債券貸借取引受入担保金　※8. 112,699 56,643
借用金　※8. 305,608 393,331
外国為替 296 1,341
その他負債 66,883 55,302
役員賞与引当金 29 20
退職給付に係る負債 1,836 204
役員退職慰労引当金 37 49
睡眠預金払戻損失引当金 364 247
偶発損失引当金 127 127
株式報酬引当金 80 123
繰延税金負債 ― 12,074
再評価に係る繰延税金負債　※10. 5,103 5,082
支払承諾 20,996 21,938

負債の部合計 4,704,115 5,083,870
資本金 37,322 37,322
資本剰余金 30,486 30,486
利益剰余金 173,374 173,620
自己株式 △ 1,999 △ 2,071
株主資本合計 239,184 239,357
その他有価証券評価差額金 15,048 42,595
繰延ヘッジ損益 △ 7,447 2,720
土地再評価差額金　※10. 7,976 7,928
退職給付に係る調整累計額 △ 4,971 △ 945
その他の包括利益累計額合計 10,605 52,299
新株予約権 41 41

純資産の部合計 249,831 291,699
負債及び純資産の部合計 4,953,946 5,375,569
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連結損益計算書 （単位：百万円）

区 分 前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
経常収益 76,728 68,950
　資金運用収益 42,587 40,653
　 貸出金利息 29,210 26,792
　 有価証券利息配当金 12,772 13,208
コールローン利息及び買入手形利息 40 1

　 預け金利息 159 228
　 その他の受入利息 405 423
　信託報酬 1 1
　役務取引等収益 11,373 11,646
　その他業務収益 8,965 3,959
　その他経常収益 13,799 12,689
　 償却債権取立益 1,084 848
　 その他の経常収益 ※1. 12,715 11,840
経常費用 64,745 63,642
　資金調達費用 5,183 2,286
　 預金利息 2,154 665
　 譲渡性預金利息 19 17
コールマネー利息及び売渡手形利息 407 112
債券貸借取引支払利息 480 138

　 借用金利息 458 379
　 その他の支払利息 1,662 972
　役務取引等費用 3,380 3,249
　その他業務費用 4,476 3,905
　営業経費 ※2. 36,972 37,046
　その他経常費用 14,733 17,155
　 貸倒引当金繰入額 2,100 1,850
　 その他の経常費用 ※3. 12,632 15,304
経常利益 11,982 5,308
特別利益 167 39
　固定資産処分益 54 39
　その他の特別利益 112 ―
特別損失 1,183 235
　固定資産処分損 87 74
　減損損失　※4. 1,090 161
　その他の特別損失 5 ―
税金等調整前当期純利益 10,966 5,111
法人税、住民税及び事業税 3,518 3,402
法人税等調整額 △ 266 △ 855
法人税等合計 3,251 2,546
当期純利益 7,715 2,565
親会社株主に帰属する当期純利益 7,715 2,565

連結包括利益計算書 （単位：百万円）

区 分 前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
当期純利益 7,715 2,565
その他の包括利益　※1. △ 41,961 41,741
　その他有価証券評価差額金 △ 32,774 27,547
　繰延ヘッジ損益 △ 6,325 10,167
　退職給付に係る調整額 △ 2,861 4,026
包括利益 △ 34,246 44,306
（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 △ 34,246 44,306
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連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 37,322 30,486 167,615 △ 2,041 233,382

当期変動額

剰余金の配当 △ 2,513 △ 2,513
親会社株主に帰属
する当期純利益 7,715 7,715

自己株式の取得 △ 3 △ 3

自己株式の処分 △ 6 45 38

土地再評価
差額金の取崩 564 564

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 5,758 42 5,801

当期末残高 37,322 30,486 173,374 △ 1,999 239,184

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

土地再評価
差額金

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 47,822 △ 1,121 8,540 △ 2,109 53,131 61 286,576

当期変動額

剰余金の配当 △ 2,513
親会社株主に帰属
する当期純利益 7,715

自己株式の取得 △ 3

自己株式の処分 38

土地再評価
差額金の取崩 564

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △ 32,774 △ 6,325 △ 564 △ 2,861 △ 42,526 △ 20 △ 42,546

当期変動額合計 △ 32,774 △ 6,325 △ 564 △ 2,861 △ 42,526 △ 20 △ 36,744

当期末残高 15,048 △ 7,447 7,976 △ 4,971 10,605 41 249,831
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当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 37,322 30,486 173,374 △ 1,999 239,184

当期変動額

剰余金の配当 △ 2,366 △ 2,366
親会社株主に帰属
する当期純利益 2,565 2,565

自己株式の取得 △ 72 △ 72

自己株式の処分 ―

土地再評価
差額金の取崩 47 47

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 246 △ 72 173

当期末残高 37,322 30,486 173,620 △ 2,071 239,357

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

土地再評価
差額金

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 15,048 △ 7,447 7,976 △ 4,971 10,605 41 249,831

当期変動額

剰余金の配当 △ 2,366
親会社株主に帰属
する当期純利益 2,565

自己株式の取得 △ 72

自己株式の処分 ―

土地再評価
差額金の取崩 47

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 27,547 10,167 △ 47 4,026 41,694 ― 41,694

当期変動額合計 27,547 10,167 △ 47 4,026 41,694 ― 41,867

当期末残高 42,595 2,720 7,928 △ 945 52,299 41 291,699
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連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

区 分 前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 10,966 5,111
減価償却費 3,380 3,331
減損損失 1,090 161
貸倒引当金の増減（△） 604 775
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △ 8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △ 1,929 △ 223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4 6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 10 11
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △ 80 △ 117
偶発損失引当金の増減額（△は減少） 37 0
株式報酬引当金の増減額（△は減少） 17 42
資金運用収益 △ 42,587 △ 40,653
資金調達費用 5,183 2,286
有価証券関係損益（△） △ 3,615 6,094
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △ 119 ―
為替差損益（△は益） 1,436 △ 9,313
固定資産処分損益（△は益） 19 △ 454
商品有価証券の純増（△）減 148 △ 8
貸出金の純増（△）減 △ 21,447 △ 188,465
預金の純増減（△） 111,203 375,488
譲渡性預金の純増減（△） △ 45 △ 5,464
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 35,988 87,723
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 240 267
コールローン等の純増（△）減 9,729 5,665
コールマネー等の純増減（△） △ 8,592 △ 22,692
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △ 29,934 △ 56,056
外国為替（資産）の純増（△）減 △ 4,043 364
外国為替（負債）の純増減（△） △ 56 1,045
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △ 3,589 1,619
資金運用による収入 43,826 40,267
資金調達による支出 △ 4,952 △ 2,836
その他 △ 24,237 15,971
　 小 計 78,639 219,938
法人税等の支払額 △ 4,059 △ 3,585
営業活動によるキャッシュ・フロー 74,580 216,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 1,175,010 △ 543,029
有価証券の売却による収入 673,893 408,491
有価証券の償還による収入 248,795 164,212
金銭の信託の減少による収入 4,867 ―
有形固定資産の取得による支出 △ 1,433 △ 1,780
無形固定資産の取得による支出 △ 1,116 △ 1,046
有形固定資産の売却による収入 253 507
無形固定資産の売却による収入 0 ―
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 249,748 27,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △ 3 △ 72
自己株式の売却による収入 5 ―
配当金の支払額 △ 2,513 △ 2,366
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,511 △ 2,438
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1 2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 177,681 241,272
現金及び現金同等物の期首残高 800,081 622,399
現金及び現金同等物の期末残高　※1. 622,399 863,671
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注記事項 当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
1.連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社 9社

会社名
日本橋不動産株式会社
百十四ビジネスサービス株式会社
株式会社百十四人材センター
百十四財田代理店株式会社
株式会社百十四システムサービス
株式会社百十四ジェーシービーカード
株式会社百十四ディーシーカード
百十四総合保証株式会社
百十四リース株式会社

（2）非連結子会社
　該当ありません。

2.持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社

　該当ありません。
（2）持分法適用の関連会社

　該当ありません。
（3）持分法非適用の非連結子会社

　該当ありません。
（4）持分法非適用の関連会社 ２社

会社名
四国アライアンスキャピタル株式会社

　Shikokuブランド株式会社
　持分法非適用の関連会社は、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）からみて、持分法の適用対象
から除いても連結財務諸表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。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項
（1）連結子会社の決算日は次のとおりであります。

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま
す。

4.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
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
関連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）
　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、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：10年～50年
その他： ５年～15年

　連結子会社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、当行及び連結子
会社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」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし残
存価額を零とする定額法により償却しております。

（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、営業部
店及び審査所管部署が資産査定を実施し、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11,141
百万円であります。
　連結子会社の貸倒引当金は、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。

（7）役員退職慰労引当金の計上基準
　連結子会社において、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）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。

（9）偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以
外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見
積り必要と認める額を計上しております。

2021年07月28日 13時55分 7ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



28 The Hyakujushi Bank, Ltd.

（10）株式報酬引当金の計上基準
　株式報酬引当金は、役員報酬ＢＩＰ信託による当行株式
の交付に備えるため、株式交付規定に基づき、役員に割り
当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を計上して
おります。

（11）退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定に当たり、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
計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：各発生時に全額損益処理
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（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
から損益処理

　なお、一部の連結子会社は、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の
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。

（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。なお、その他有価
証券（債券）の換算差額については、為替による影響も含
めてその他有価証券評価差額金として処理しております。

（13）収益及び費用の計上基準
　リース業を営む連結子会社のファイナンス・リース取引
に係る収益及び費用の計上については、リース料の受取時
に「その他経常収益」及び「その他経常費用」を計上する
方法によっております。

（14）重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
　当行の金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会
計の方法は、一部の資産について、ヘッジ対象（日本国債
及び米国債）とヘッジ手段（金利スワップ取引）を直接対
応させる個別ヘッジによる繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価については、ヘッジ手段とヘッジ対象
の条件がほぼ同一であることから、ヘッジ開始時及びその
後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺
しているため、有効性の評価を省略しております。
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
会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８
日。以下「業種別委員会実務指針第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等（外国証券及び外貨貸出）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）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、
連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀
行への預け金であります。

（16）消費税等の会計処理
　当行及び国内連結子会社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。

（17）その他採用した重要な会計方針
　投資信託（除くＥＴＦ）の解約・償還に伴う差損益につ
いて、投資信託全体で益の場合は「有価証券利息配当金」
に計上し、損の場合は「その他業務費用」の「国債等債券
償還損」に計上しております。
　当連結会計年度は、「有価証券利息配当金」に投資信託
の解約・償還益3,196百万円を計上しております。

（重要な会計上の見積り）
（貸倒引当金）
（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　貸倒引当金 18,172百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関す

る情報
① 算出方法
　 貸出金等の回収可能性は、主として国内外の景気動

向、地元香川県を中心に広域店舗網が存在する地域で事
業を営む債務者の経営状況、担保不動産の下落及び新型
コロナウイルス感染症拡大の状況等により変動します。
そのため、債務者区分ごとに将来の貸倒れによる予想損
失額を算出し、貸倒引当金として計上しております。

　 貸倒引当金の算出方法は、「注記事項（連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項）４.会計方針に関
する事項（5）貸倒引当金の計上基準」に記載しており
ます。

② 主要な仮定
　 貸倒引当金の算出における主要な仮定は、「債務者区

分の判定における債務者ごとの将来の業績見通し」及び
「新型コロナウイルス感染症拡大の収束時期」でありま
す。

　 「債務者区分の判定における債務者ごとの将来の業績
見通し」は、地域経済の状況の変化の把握、債務者ごと
の経営改善計画等の進捗状況等に基づく債務返済能力を
個別に評価しております。

　 また、「新型コロナウイルス感染症拡大の収束時期」
は、ワクチン接種の開始により今後１年程度で収束し、
国や地方公共団体の積極的な財政政策等を背景に経済活
動が徐々に正常化するとの仮定を置き、債務者ごとへの
影響を勘案しております。

③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
　 上記「②主要な仮定」は債務者を取り巻く経営環境の

変化や事業戦略の成否等によって影響を受けることにな
るため不確実性を伴います。したがって、当初の見積り
に用いた仮定の変化により、想定していなかった大口債
務者の業況悪化、新型コロナウイルス感染症拡大の影響
の悪化等が生じた場合は、翌連結会計年度に係る連結財
務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

（未適用の会計基準等）
（収益認識に関する会計基準）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
2020年３月31日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第30号 2021年３月26日）

（1）概要
　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益
は、次の５つのステップを適用し認識されます。
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ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分

する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するに

つれて収益を認識する。
（2）適用予定日

　2022年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響

 「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財
務諸表に与える影響額は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準）
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号

2020年３月31日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第31号 2019年７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号

2019年７月４日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第19号 2020年３月31日）
（1）概要

　国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させる
ため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算
定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計
基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関す
るガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等
は次の項目の時価に適用されます。

・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
　また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が
改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記
事項が定められました。

（2）適用予定日
　2022年３月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響
 「時価算定に関する会計基準」等の適用による連結財
務諸表に与える影響額は軽微であります。

（表示方法の変更）
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更）
 「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）を当連結会計年度の年度末に係
る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の
見積りに関する注記を記載しております。
　ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし
書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係
る内容については記載しておりません。

（追加情報）
（会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会
計基準）
 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会
計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日）を当連結
会計年度末から適用し、関連する会計基準等の定めが明らか
でない場合に採用した会計処理の原則及び手続に関する注記
を、「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項）」４．会計方針に関する事項「（17）その他採用した重
要な会計方針」に記載しております。

（役員報酬ＢＩＰ信託）
　当行は、当行の取締役（監査等委員である取締役、社外取
締役及び国内非居住者を除く。以下「当行取締役」という。）
を対象とした、役員報酬ＢＩＰ信託を導入しております。

１．取引の概要
　役員報酬ＢＩＰ信託は、中長期的な業績向上と企業価
値増大への貢献意欲を高めることを目的とした役員イン
センティブ・プランであり、役位や業績目標の達成度等
に応じたポイントが当行取締役に付与され、そのポイン
トに応じた当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の
金銭が当行取締役の退任時に交付又は給付される株式報
酬型の役員報酬であります。

２．信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計
処理
　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に
信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上
の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に
準じております。

３．信託が保有する自社の株式に関する事項
（1）信託における帳簿価額は、当連結会計年度末273百

万円であります。
（2）信託が保有する自社の株式は株主資本において自己

株式として計上しております。
（3）期末株式数は、当連結会計年度末92千株でありま

す。
　期中平均株式数は、当連結会計期間76千株でありま
す。

（4）上記（3）の期末株式数及び期中平均株式数は、１
株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めてお
ります。

（連結貸借対照表関係）
※1. 関連会社の株式の総額

株式 50百万円
※2. 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」中の国債に含まれておりま
すが、その金額は次のとおりであります。

37,000百万円
※3. 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおり

であります。
破綻先債権額 843百万円
延滞債権額 30,654百万円

　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（1965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。

※4. 貸出金のうち３カ月以上延滞債権額は次のとおりであり
ます。

３カ月以上延滞債権額 116百万円
　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。

2021年07月28日 13時55分 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



30 The Hyakujushi Bank, Ltd.

※5. 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりでありま
す。

貸出条件緩和債権額 28,806百万円
　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。

※6. 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次のとおりであります。

合計額 60,421百万円
　なお、上記※3．から※6．に掲げた債権額は、貸倒引当
金控除前の金額であります。

※7. 手形割引は、「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
別委員会実務指針第24号 2020年10月８日）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
面金額は次のとおりであります。

12,689百万円
※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
　有価証券 463,257百万円
　貸出金 97,207百万円
　 計 560,464百万円
担保資産に対応する債務

預金 15,526百万円
債券貸借取引受入担保金 56,643百万円
借用金 370,133百万円

　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、次のものを差し入れております。

有価証券 400百万円
その他資産（金融商品等差入担保金） 30,000百万円

　また、その他資産には、上記のほか、金融商品等差入担
保金、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は
次のとおりであります。

金融商品等差入担保金（為替決済等の
取引の担保あるいは先物取引証拠金等
の代用として差し入れているものを除
く）

7,389百万円

保証金及び敷金 1,140百万円
※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次のとおりであります。

融資未実行残高 1,017,138百万円
うち原契約期間が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

943,477百万円

　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
行及び連結子会社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、当行及び連結子会社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．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律
第34号）に基づき、当行の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 1999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（1998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

（1991年法律第69号）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より算出した価額に基
づいて、奥行価格補正等の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の土地の連
結会計年度末における時価の合計額と当該事業用の土地
の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

12,324百万円
※11. 有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 37,763百万円
※12. 有形固定資産の圧縮記帳額

圧縮記帳額 2,452百万円
（当連結会計年度の圧縮記帳額） （―百万円）

※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保証債務の額

23,339百万円

（連結損益計算書関係）
※1. その他の経常収益には、次のものを含んでおります。

リース料収入 7,754百万円
株式等売却益 2,850百万円

※2. 営業経費には、次のものを含んでおります。
給与・手当 14,797百万円

※3. その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
株式等償却 7,065百万円
リース原価 6,442百万円
貸出金償却 1,362百万円

※4. 減損損失
　当連結会計年度において、当行は、以下の資産及び資産
グループについて、営業キャッシュ・フローの低下及び地
価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに
伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
161百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

場所 主な用途 種 類 減損損失
香川県内 営業用資産

４か所
土地、建物
及び動産

108百万円
（うち土地 69）
（うち建物 37）
（うち動産 1）

遊休資 産
９か所

土地、建物
及び動産

10百万円
（うち土地 2）
（うち建物 7）
（うち動産 0）

香川県外 営業用資産
４か所

土地及び
建物

37百万円
（うち土地 26）
（うち建物 11）
（うち動産 ―）

遊休資 産
３か所

土地、建物
及び動産

4百万円
（うち土地 0）
（うち建物 2）
（うち動産 1）

合 計 161百万円
（うち土地 97）
（うち建物 59）
（うち動産 3）
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　当行は、営業用店舗については、営業店毎（複数店がエ
リア（地域）で一体となり営業を行っている場合は当該エ
リア毎）に継続的な収支の把握を行っていることから、営
業店（又はエリア）をグルーピングの単位としております。
遊休資産及び処分予定資産については、各々単独の資産又
は資産グループとして取り扱っております。また、本店、
事務センター、研修所、社宅、厚生施設等については、複
数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生
成に寄与する資産であるため共用資産としております。
　連結子会社については、各社の営業拠点毎に資産のグル
ーピングを行い、遊休資産は各々単独の資産又は資産グル
ープとして取り扱っております。
　当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回収可能価
額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としてお
ります。正味売却価額による場合は「不動産鑑定評価額」
又は「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より算定した価額」より処分費用見込
額を控除し算出しております。また、使用価値による場合
は将来キャッシュ・フローを0.1％で割り引き算出しており
ます。

（連結包括利益計算書関係）
※1. その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金
　当期発生額 36,576百万円
　組替調整額 2,898百万円
　 税効果調整前 39,474百万円
　 税効果額 △11,927百万円
　 その他有価証券評価差額金 27,547百万円
繰延ヘッジ損益
　当期発生額 13,857百万円
　組替調整額 751百万円
　 税効果調整前 14,609百万円
　 税効果額 △4,441百万円
　 繰延ヘッジ損益 10,167百万円
退職給付に係る調整額
　当期発生額 5,076百万円
　組替調整額 708百万円
　 税効果調整前 5,785百万円
　 税効果額 △1,758百万円
　 退職給付に係る調整額 4,026百万円

その他の包括利益合計 41,741百万円

（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 30,000 ― ― 30,000

合 計 30,000 ― ― 30,000
自 己 株 式
普 通 株 式 478 39 ― 517 （注）1,2

合 計 478 39 ― 517
（注）1. 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株

式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する自社の株
式がそれぞれ54千株、92千株含まれております。

2. 自己株式数の増加39千株は、役員報酬ＢＩＰ信託の
取得による増加38千株及び単元未満株式の買取請求
による増加１千株であります。

2. 新株予約権及び自己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 当連結会計
年度末増加 減少

当行
ストック・
オプション
としての
新株予約権

──── 41

合計 ──── 41
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
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2020年６月26日
定時株主総会 普通株式 1,183 40.0 2020年３月31日 2020年６月29日

2020年11月10日
取締役会 普通株式 1,183 40.0 2020年９月30日 2020年12月10日

（注）2020年６月26日の定時株主総会の決議に基づく配当金
の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託に対する配当金２百万
円が含まれております。また、2020年11月10日の取締
役会の決議に基づく配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ
信託に対する配当金３百万円が含まれております。

（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

（決議） 株式の
種類

配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会 普通株式 887 利益剰余金 30.0 2021年３月31日 2021年６月30日

（注）配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託に対する配当金
２百万円が含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係
現金預け金勘定 893,016百万円
定期預け金 △27,540百万円
普通預け金 △601百万円
その他 △1,203百万円
現金及び現金同等物 863,671百万円

（１株当たり情報）
1. １株当たり純資産額 9,892円54銭
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであ

ります。
純資産の部の合計額 291,699百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 41百万円
（うち新株予約権） 41百万円

普通株式に係る期末の純資産額 291,657百万円
１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数 29,482千株
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2. １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

（1）１株当たり当期純利益 86円95銭
　 （算定上の基礎）
　 親会社株主に帰属する当期純利益 2,565百万円
　 普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 2,565百万円
　 普通株式の期中平均株式数 29,499千株
（2）潜在株式調整後１株当たり当期純利益 86円91銭
　 （算定上の基礎）
　 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 ―百万円
　 普通株式増加数 12千株
　 （うち新株予約権） 12千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ―

3. 株主資本において自己株式として計上されている役員報酬
ＢＩＰ信託に残存する自社の株式は、１株当たり純資産額、
１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定上、控除する自己株式に含めております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期
末株式数は、当連結会計年度末92千株であります。また、１
株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利
益の算定上、控除した当該株式の期中平均株式数は、当連結
会計年度76千株であります。

（リース取引関係）
1．ファイナンス・リース取引
（借手側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容

①有形固定資産
　主として現金自動設備であります。

②無形固定資産
　該当事項はありません。

（2）リース資産の減価償却の方法
　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．
会計方針に関する事項」の「（4）固定資産の減価償却の方
法」に記載のとおりであります。

（貸手側）
（1）リース投資資産の内訳

リース料債権部分 21,746百万円
見積残存価額部分 3,152百万円
受取利息相当額 △2,578百万円
リース投資資産 22,320百万円

（2）リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の
連結会計年度末日後の回収予定額

（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

リース債権 251 186 67 28 11 0
リース投資資産 6,504 5,429 4,151 2,883 1,616 1,161

2．オペレーティング・リース取引
（貸手側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る
未経過リース料

１年内 1百万円
１年超 0百万円
合計 2百万円

（税効果会計関係）
1. 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

繰延税金資産
　貸倒引当金 7,513百万円
　その他有価証券評価差額金 5,058百万円
　株式等償却 2,438百万円
　退職給付に係る負債 2,046百万円
　減価償却費 1,098百万円
　賞与引当金 466百万円
　繰延ヘッジ損失 389百万円
　その他 2,257百万円
繰延税金資産小計 21,269百万円
評価性引当額 △7,386百万円
繰延税金資産合計 13,882百万円

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △23,453百万円
　繰延ヘッジ利益 △1,578百万円
　固定資産圧縮積立金 △119百万円
　その他 △29百万円
繰延税金負債合計 △25,180百万円
繰延税金資産の純額 △11,297百万円

2. 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後
の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該
差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.4％
（調整）
交際費等永久に損金に算入
されない項目 1.0％
受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △6.5％
住民税均等割等 1.1％
評価性引当額の増減によるもの 15.1％
その他 8.7％
税効果会計適用後の法人税等の
負担率 49.8％

（資産除去債務関係）
　資産除去債務につきましては、重要性が乏しいため、注記を
省略しております。

（賃貸等不動産関係）
　賃貸等不動産につきましては、重要性が乏しいため、注記を
省略しております。

（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、銀行業務を中心に、リース業務などの金
融サービスに係わる事業を行っております。このため、保有
する金融商品のリスクに見合った収益の獲得をはかりつつ、
リスクを経営体力の範囲内に収めるため、金融商品に係るさ
まざまなリスクを可能な限り統計的な手法で計量化し、リス
ク量に見合った資本（リスク資本）をリスク区分ごとに割り
当てて、リスク・リターンをモニタリングする「資本配賦制
度」を導入する「統合的リスク管理」を実践し、経営全体と
しての安定性と健全性の確保をはかりつつ効率性の向上につ
とめております。
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（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主な金融資産は、貸出金と有価証
券であります。
　貸出金は、主として国内の法人及び個人に対するものであ
り、信用リスク、金利リスク、及び為替リスクに晒されてお
ります。貸出金がある特定の企業・グループや業種に過度に
集中した場合、当行グループの自己資本を大きく毀損させる
可能性があるため、それぞれ上限額等を設定し、その遵守状
況を監視することにより、過度な集中を未然に防止する体制
としております。
　有価証券は、主に債券、株式、投資信託及び出資金を、純
投資目的及び政策投資目的で保有しております。また、一部
の債券については売買目的でも保有しております。これら
は、それぞれ発行体の信用リスク、金利リスク、価格変動リ
スク、及び為替リスクに晒されております。なお、有価証券
には、市場流動性に乏しい私募債、非上場株式、出資金が含
まれております。
　一方、金融負債は、主に国内の法人及び個人からの預金で
あり、金利リスク、為替リスク、及び流動性リスクに晒され
ております。
　デリバティブ取引については、金利関連と通貨関連のスワ
ップ取引、オプション取引、先物・先渡取引、キャップ取引
等を行っております。これらは、主に対顧客取引とそのカバ
ー目的の取引であり、それぞれ金利リスク、為替リスク、価
格変動リスク、及び取引相手の信用リスクに晒されておりま
す。
　なお、デリバティブ取引のうち、金利スワップ取引の一部
については、ヘッジ対象とヘッジ手段を直接対応させる個別
ヘッジによる繰延ヘッジを適用しております。ヘッジ有効性
評価につきましては、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほぼ
同一であることから、ヘッジ開始時及びその後も継続して相
場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺しているため、有
効性の評価を省略しております。また、外貨建金融資産から
生じる為替リスクに対するヘッジを目的として締結している
通貨スワップ取引と為替スワップ取引は、「業種別委員会実
務指針第25号」に規定する繰延ヘッジを適用しております。
当該ヘッジ取引については、ヘッジ対象である外貨建金融資
産額に見合うポジションが存在することの確認により、ヘッ
ジの有効性を評価しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

　当行グループでは、「信用リスク管理規定」及び関連文
書を定め、リスク管理委員会（信用リスク管理部会）にお
いて、信用リスクの状況を把握するとともに管理態勢等の
整備を行っております。
　また、リスク統括部を信用リスク管理部署として、内部
格付制度の設計及び検証、信用リスク量の計測、与信限度
額の設定・管理等を行っております。

②市場リスクの管理
　当行グループでは、「市場リスク管理規定」及び関連文
書を定め、リスク管理委員会（市場リスク管理部会）にお
いて、市場リスクの状況を把握するとともに管理態勢等の
整備を行っております。また、ＡＬＭ（資産負債の総合管
理）体制を整備し、収益管理委員会（予算ＡＬＭ部会）に
おいて、把握したリスクを踏まえて中長期的な収益の安定
化やリスクへの対応策の協議を行っております。
　さらに、市場取引実施部署（市場国際部）において、市
場取引執行（フロントオフィス）、事務管理（バックオフ
ィス）及び市場リスク管理（ミドルオフィス）をそれぞれ
担当するセクションに分離して相互牽制機能が働く体制と
したうえで、リスク統括部が市場リスク全体を統括管理し
ております。

（ⅰ）金利リスクの管理
　当行グループは、金利リスクについて、統計的手法
によりリスク量を計測し、管理しております。また、
有価証券投資やデリバティブ取引など市場で取引を行
うものに関しては、必要に応じてポジションや損益に
限度額を定めて管理しております。なお、ＡＬＭの観
点から、金利リスクをヘッジするために金利スワップ
取引等のデリバティブ取引を行うこともあります。

（ⅱ）為替リスクの管理
　当行グループは、為替リスクについて、統計的手法
によりリスク量を計測し、管理しております。また、
ポジションや損益について限度額を定め、管理してお
ります。

（ⅲ）価格変動リスクの管理
　当行グループは、価格変動リスクについて、統計的
手法によりリスク量を計測し、管理しております。ま
た、トレーディング取引については、ポジションや損
益に限度額を定めて管理しております。

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
（ア）トレーディング目的の金融商品

　当行グループは、商品有価証券取引及び金利先物
取引等の金利リスク、並びに外国為替取引等の為替
リスクに関するＶａＲ（損失額の推計値）を、ヒス
トリカル法（保有期間10日、信頼区間99％、観測期
間1,200営業日）により計測しており、2021年３月
31日（当期の連結決算日）現在、トレーディング目
的の金融商品のＶａＲは６百万円となっております。

（イ）トレーディング目的以外の金融商品
　当行グループは、貸出金、投資有価証券、預金、
銀行間取引、及び金利スワップ等の金利リスク、並
びに上場株式及び投資信託の価格変動リスク等に関
するＶａＲを、ヒストリカル法（保有期間120日、
信頼区間99％、観測期間1,200営業日）により計測
しております。
　2021年３月31日現在、トレーディング目的以外
の金融商品のＶａＲは60,786百万円となっておりま
す。

（ウ）ＶａＲについて
　当行グループは、計測モデルの妥当性を検証する
ために、モデルが算出する「ＶａＲ」と仮想損益

（ＶａＲ計測時点のポートフォリオを固定した場合に
発生したと仮定される損益）を比較するバックテス
ティングを実施しております。
　なお、ヒストリカル法によるＶａＲは、過去のマ
ーケットデータの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するもので
あり、観測期間に存在しないほどの大きな市場変動
によるリスクは捕捉することができません。これを
補完するため、ＶａＲによる管理に加えてストレス
テストを定期的に実施しております。

　 ③流動性リスクの管理
　当行グループでは、「流動性リスク管理規定」及び関連
文書を定め、流動性リスクの管理を行っております。ま
た、資金繰りに影響を及ぼすような不測の事態が発生した
場合にも速やかに対応できるよう、「流動性危機時対応規
定」を定め、「警戒時」、「流動性危機時」に分けた事態を
想定し、適時適切な対応を取ることができる態勢を整備し
ております。
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　流動性リスク管理部署（市場国際部）は、日次、月次な
どの資金繰り予想を行うとともに、十分な流動性準備を確
保するなど、運用・調達構造に即した適切かつ安定的な資
金繰りを実施しております。また、流動性リスクに影響を
及ぼすと考えられる内生的・外生的要因を考慮し、流動性
リスクの状況の把握、分析、評価、モニタリングを実施し
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、前提条件等により、当該価額が異なることもあ
ります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
　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（（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 893,016 893,016 ―
（2）買入金銭債権 23,598 23,598 ―
（3）商品有価証券

売買目的有価証券 13 13 ―
（4）有価証券

その他有価証券 1,267,939 1,267,939 ―
（5）貸出金 3,035,782

貸倒引当金（＊１） △16,503
3,019,279 3,032,939 13,660

資産計 5,203,847 5,217,507 13,660
（1）預金 4,440,571 4,440,659 87
（2）譲渡性預金 84,721 84,724 3
（3）コールマネー及び売渡手形 12,089 12,089 ―
（4）債券貸借取引受入担保金 56,643 56,643 ―
（5）借用金 393,331 393,458 126

負債計 4,987,357 4,987,575 217
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 （52） （52） ―
ヘッジ会計が適用されているもの 2,383 2,383 ―
デリバティブ取引計 2,331 2,331 ―

（＊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、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。

（＊３）重要性が乏しい科目については、記載を省略しており
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、預入期間に基づ
く区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定され
る適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
　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。

　 （2）買入金銭債権
　約定期間が短期間であり、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）商品有価証券
　売買目的で保有している債券等の有価証券について
は、市場価格等によっております。

　 （4）有価証券
　株式及び債券は市場価格等によっております。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、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起債を行った場合に
想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

　 （5）貸出金
　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定しております。
　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、返済見込み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、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
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、当行及び連結子会社の信用状
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。
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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（金利スワップ
等）、通貨関連取引（通貨スワップ、通貨オプション
等）、債券関連取引（債券先物等）であり、金融商品取
引所取引につきましては、東京金融取引所等における
最終の価格、店頭取引につきましては、割引現在価値
やオプション価格計算モデル等により算定しておりま
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（4）有価証券」には含まれて
おりません。

（単位：百万円）
①非上場株式（＊１）（＊２） 2,731
②組合出資金（＊３）（＊４） 2,272

合 計 5,003
（＊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、非上場株式について減損処
理はありません。

（＊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。

（＊４）当連結会計年度において、組合出資金について０百万
円減損処理を行っております。

（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 850,878 ― ― ― ― ―
買入金銭債権 23,598 ― ― ― ― ―
有価証券

その他有価証券の
うち満期があるもの 44,743 105,102 110,466 44,310 513,604 239,965

国債 12,000 25,000 40,000 ― 31,000 138,000
地方債 901 8,455 14,716 15,316 284,191 11,710
社債 8,994 19,518 17,684 3,238 105,150 22,487
その他 22,848 52,129 38,065 25,756 93,263 67,766

貸出金（＊） 1,059,157 477,477 421,689 258,143 289,482 485,712
合 計 1,978,378 582,580 532,156 302,454 803,087 725,677

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対
する債権等、償還予定額が見込めないもの31,512百万
円、期間の定めのないもの12,606百万円は含めておりま
せん。

（注４）社債、借用金及びその他の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（＊） 4,257,165 177,123 5,880 147 253 ―
譲渡性預金 84,629 92 ― ― ― ―
コールマネー
及び売渡手形 12,089 ― ― ― ― ―
債券貸借取引
受入担保金 56,643 ― ― ― ― ―
借用金 266,241 35,506 90,438 763 382 ―

合 計 4,676,770 212,721 96,319 910 635 ―
（＊）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。

（退職給付関係）
1. 採用している退職給付制度の概要

　当行は確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金
制度、退職一時金制度を設けており、従業員の退職等に際し
て割増退職金を支払う場合があります。なお、当行は退職給
付信託を設定しております。
　国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金
制度、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けてお
ります。なお、国内連結子会社の退職一時金制度は、簡便法
により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しており
ます。

2. 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 57,403百万円
　勤務費用（注） 1,573百万円
　利息費用 136百万円
　数理計算上の差異の発生額 1,798百万円
　退職給付の支払額 △2,093百万円
　過去勤務費用の発生額 ―百万円
退職給付債務の期末残高 58,818百万円
（注）簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費

用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しており
ます。

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 58,919百万円
　期待運用収益 726百万円
　数理計算上の差異の発生額 6,875百万円
　事業主からの拠出額 1,328百万円
　退職給付の支払額 △1,514百万円
年金資産の期末残高 66,335百万円

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表
に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
産の調整表

積立型制度の退職給付債務 58,818百万円
年金資産 △66,335百万円

△7,516百万円
非積立型制度の退職給付債務 ―百万円
連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 △7,516百万円

退職給付に係る負債 204百万円
退職給付に係る資産 △7,721百万円
連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 △7,516百万円

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用（注） 1,573百万円
利息費用 136百万円
期待運用収益 △726百万円
数理計算上の差異の費用処理額 708百万円
過去勤務費用の費用処理額 ―百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 1,691百万円
（注）簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費

用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しており
ます。

（5）退職給付に係る調整額
　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）
の内訳は次のとおりであります。
数理計算上の差異 5,785百万円

合計 5,785百万円
（6）退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除
前）の内訳は次のとおりであります。
未認識数理計算上の差異 △1,357百万円

合計 △1,357百万円
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（7）年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとお

りであります。
債券 15％
株式 45％
生命保険一般勘定 25％
その他 15％

合計 100％
（注）年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した

退職給付信託が19.48％、退職一時金制度に対して
設定した退職給付信託が20.34％含まれております。

②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及
び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様
な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。

（8）数理計算上の計算基礎に関する事項
　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しておりま
す。）
割引率 0.23％
長期期待運用収益率 2.00％
予想昇給率 3.20％

3. 確定拠出制度
　連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は７百万円であり
ます。

（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費用計上額及び科目名
　 該当事項はありません。

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（1）ストック・オプションの内容

2012年
ストック・オプション

2013年
ストック・オプション

2014年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役 10名 当行の取締役 10名 当行の取締役
（社外取締役を除く）10名

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

普通株式
17,500株

普通株式
17,250株

普通株式
13,660株

付与日 2012年７月24日 2013年７月23日 2014年７月25日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 同左 同左
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 同左 同左
権利行使期間 2012年７月25日から

2042年７月24日まで
2013年７月24日から
2043年７月23日まで

2014年７月26日から
2044年７月25日まで

2015年
ストック・オプション

2016年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役
（社外取締役を除く）９名

当行の取締役
（社外取締役を除く）８名

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

普通株式
9,430株

普通株式
13,770株

付与日 2015年７月24日 2016年７月26日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 同左
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 同左
権利行使期間 2015年７月25日から

2045年７月24日まで
2016年７月27日から
2046年７月26日まで

（注）2018年10月１日付株式併合（10株につき１株の割合）
による併合後の株式数に換算して記載しております。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
　当連結会計年度（2021年３月期）において存在したスト
ック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数
については、株式数に換算して記載しております。

　 ①ストック・オプションの数
2012年

ストック・オプション
2013年

ストック・オプション
2014年

ストック・オプション
権利確定前（株）

前連結会計年度末 1,460 1,440 2,280
付与 ― ― ―
失効 ― ― ―
権利確定 ― ― ―
未確定残 1,460 1,440 2,280

権利確定後（株）
前連結会計年度末 ― ― ―
権利確定 ― ― ―
権利行使 ― ― ―
失効 ― ― ―
未行使残 ― ― ―

2015年
ストック・オプション

2016年
ストック・オプション

権利確定前（株）
前連結会計年度末 2,580 5,160
付与 ― ―
失効 ― ―
権利確定 ― ―
未確定残 2,580 5,160

権利確定後（株）
前連結会計年度末 ― ―
権利確定 ― ―
権利行使 ― ―
失効 ― ―
未行使残 ― ―

（注）2018年10月１日付株式併合（10株につき１株の割合）
による併合後の株式数に換算して記載しております。

　 ②単価情報
2012年

ストック・オプション
2013年

ストック・オプション
2014年

ストック・オプション
権利行使価格 １株当たり 1円 １株当たり 1円 １株当たり 1円
行使時平均株価 ― ― ―
付与日における
公正な評価単価 １株当たり 2,560円 １株当たり 3,210円 １株当たり 3,350円

2015年
ストック・オプション

2016年
ストック・オプション

権利行使価格 １株当たり 1円 １株当たり 1円
行使時平均株価 ― ―
付与日における
公正な評価単価 １株当たり 4,090円 １株当たり 2,850円

（注）2018年10月１日付株式併合（10株につき１株の割合）
による併合後の価格に換算して記載しております。

3. 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ストック・オプション
はありません。

4. 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。
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【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要

　当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源
の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
　当行グループは、銀行業務を中心に、連結子会社においてリース業務をはじめとする金融サービスに係わる事業を行っており、当
行及び企業集団を構成する個々の連結子会社がそれぞれ事業計画等を立案し、事業活動を展開しております。
　したがって、当行グループは、当行及び個々の連結子会社を基礎とした業務別のセグメントから構成されており、「銀行業」及び

「リース業」の２つを報告セグメントとしております。なお、「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務等を
行い、「リース業」は、連結子会社の百十四リース株式会社において、リース業務等を行っております。

　
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であ
ります。
　なお、報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
　セグメント間の内部経常収益は、第三者間取引価格に基づいております。

　
3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計 調整額 連結財務諸表

計上額銀行業 リース業 計
経常収益

外部顧客に対する経常収益 66,871 7,749 74,620 2,107 76,728 ― 76,728
セグメント間の内部経常収益 644 531 1,175 3,670 4,846 △ 4,846 ―

計 67,515 8,281 75,796 5,778 81,575 △ 4,846 76,728
セグメント利益 10,687 204 10,892 1,303 12,195 △ 212 11,982
セグメント資産 4,931,606 32,923 4,964,529 22,080 4,986,610 △ 32,663 4,953,946
セグメント負債 4,695,651 28,508 4,724,160 9,818 4,733,978 △ 29,863 4,704,115
その他の項目

減価償却費 2,901 104 3,006 282 3,288 91 3,380
資金運用収益 42,689 225 42,914 74 42,989 △ 401 42,587
資金調達費用 5,177 87 5,264 49 5,313 △ 130 5,183
特別利益 4 163 167 ― 167 △ 0 167
（固定資産処分益） 4 51 55 ― 55 △ 0 54
（その他の特別利益） ― 112 112 ― 112 ― 112
特別損失 1,169 5 1,175 7 1,183 ― 1,183
（固定資産処分損） 79 0 79 7 87 ― 87
（減損損失） 1,090 ― 1,090 ― 1,090 ― 1,090
（その他の特別損失） ― 5 5 ― 5 ― 5
税金費用 2,618 94 2,713 510 3,224 27 3,251
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 2,057 7 2,064 416 2,481 68 2,549

（注）1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載
しております。

2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、クレジットカード業及び信用保証業等を含んでおります。
3.「セグメント利益」「セグメント資産」「セグメント負債」「減価償却費」「資金運用収益」「資金調達費用」「特別利益」「税金費用」「有形固定資産及び無形固定資産の増加

額」の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで） （単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計 調整額 連結財務諸表

計上額銀行業 リース業 計
経常収益

外部顧客に対する経常収益 58,985 7,899 66,884 2,066 68,950 ― 68,950
セグメント間の内部経常収益 572 563 1,136 3,489 4,625 △ 4,625 ―

計 59,557 8,463 68,021 5,555 73,576 △ 4,625 68,950
セグメント利益 3,837 316 4,154 1,555 5,710 △ 402 5,308
セグメント資産 5,355,513 30,613 5,386,126 22,158 5,408,285 △ 32,716 5,375,569
セグメント負債 5,078,673 25,932 5,104,605 9,266 5,113,872 △ 30,002 5,083,870
その他の項目

減価償却費 2,853 118 2,972 292 3,265 66 3,331
資金運用収益 40,805 234 41,040 98 41,139 △ 485 40,653
資金調達費用 2,279 83 2,363 37 2,400 △ 114 2,286
特別利益 0 40 41 ― 41 △ 1 39
（固定資産処分益） 0 40 41 ― 41 △ 1 39
（その他の特別利益） ― ― ― ― ― ― ―
特別損失 215 0 215 117 333 △ 97 235
（固定資産処分損） 54 0 54 20 74 ― 74
（減損損失） 161 ― 161 97 258 △ 97 161
（その他の特別損失） ― ― ― ― ― ― ―
税金費用 1,955 69 2,025 506 2,531 15 2,546
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 2,829 3 2,833 353 3,187 △ 360 2,826

（注）1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載
しております。

2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、クレジットカード業及び信用保証業等を含んでおります。
3.「セグメント利益」「セグメント資産」「セグメント負債」「減価償却費」「資金運用収益」「資金調達費用」「特別利益」「特別損失」「税金費用」「有形固定資産及び無形固定

資産の増加額」の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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【関連情報】
前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
1.サービスごとの情報 （単位：百万円）

貸出業務 有価証券投資業務 リース業務 その他 合計

外部顧客に対する経常収益 29,812 24,360 7,749 14,805 76,728

（注）一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

2.地域ごとの情報
（1）経常収益

　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。

（2）有形固定資産
　当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報
　特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
1.サービスごとの情報 （単位：百万円）

貸出業務 有価証券投資業務 リース業務 その他 合計

外部顧客に対する経常収益 27,647 19,633 7,899 13,770 68,950

（注）一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

2.地域ごとの情報
（1）経常収益

　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。

（2）有形固定資産
　当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報
　特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

銀行業 リース業 計
減損損失 1,090 ― 1,090 ― ― 1,090

当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで） （単位：百万円）

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

銀行業 リース業 計
減損損失 161 ― 161 97 △97 161

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
　該当事項はありません。
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貸出金（連結ベース）

40 The Hyakujushi Bank, Ltd.

連結リスク管理債権額 （単位：百万円）

前連結会計年度（2020年3月31日） 当連結会計年度（2021年3月31日）
破綻先債権額 1,126（0.03%） 843（0.02%）
延滞債権額 27,574（0.96%） 30,654（1.00%）
3カ月以上延滞債権額 193（0.00%） 116（0.00%）
貸出条件緩和債権額 26,783（0.94%） 28,806（0.94%）

合 計 55,677（1.95%） 60,421（1.99%）
（注）（ ）内は貸出金の連結会計年度末残高に対する割合であります。
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