
2021/05/21 22:36:34 / 20700727_株式会社西京銀行_招集通知（Ｆ）

株　主　各　位

第113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

第113期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

①事業報告の「当行の新株予約権等に関する事項」、「財務及
び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針」、「業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状
況」、「会計参与に関する事項」及び「その他」

②計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

③連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注
記表」

上記の事項につきましては、法令及び当行定款第18条の規定に
基づき、インターネット上の当行ウェブサイト（https://www.
saikyobank.co.jp/）に掲載することにより、株主の皆さまに提供し
ております。

表紙
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当行の新株予約権等に関する事項
⑴　事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

　該当事項はありません。

⑵　事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
　該当事項はありません。

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　該当事項はありません。

業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況

⑴　業務の適正を確保する体制についての概要
　当行は、取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針を以
下のとおり決議しております。

1.　当行の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
　取締役は、コンプライアンスを経営上の重要課題として認識し、法令、定
款及び行内諸ルール等を遵守した行動を取るために定めている取締役行動指
針に基づいて職務執行する。
　取締役は、取締役会において、実質的な議論を行い、適切な意思決定と業
務執行監視の機能を果たす他、毎事業年度期初に前年度の業務執行確認書を
監査等委員会に提出する。
　取締役は、役職員による重大な法令違反等を発見した場合には、直ちに取
締役会及び監査等委員会に報告する。
　取締役会は、コンプライアンス方針、手順を示すコンプライアンス・マニ
ュアル、実施計画のコンプライアンス・プログラム等を決定し、その周知徹
底を図る。
　取締役会は、反社会的勢力に対して毅然とした対応を行い、反社会的勢力
との関係の遮断及び解消のための取組みを徹底する。
　取締役会は、コンプライアンス管理部門を設置するとともに、各部店に責
任者や担当者を設置してコンプライアンス体制を一元管理する。また、コン
プライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の確立と総合的な検討、
計画、評価を行う。コンプライアンス管理部門は、取締役、部店長及び担当
者等へのコンプライアンス研修を実施するなどの取組を徹底する。
　取締役会は、全職員を対象として、法令違反等の情報を通報する内部通報
制度を整備し、運用状況について報告を受ける。
　取締役会は、コンプライアンスを含む内部管理体制等の内部監査に係る方
針を定め、業務執行に係る部門から独立した内部監査部門を設置するなど、
内部監査体制を整備・運用し、内部監査部門は、各部門の業務運営状況の監
査結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。

（1）

当行の新株予約権等に関する事項、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針、業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況
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2.　当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報・文書については、文書保存・処分に関する
規程を定めて適切に保存及び管理を行う。
　取締役の職務執行に係る情報・文書は、取締役（監査等委員会である取締
役を含む）が求めたときには、容易に閲覧又は謄写に供することができる方
法及び場所で保管する。

3.　当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　取締役会は、経営の健全性及び適切性を確保し、将来に亘り安定的利益を
確保し発展していくために、リスクを統合的に捉え、適切にコントロールあ
るいは軽減することを目的に統合的リスク管理方針、統合的リスク管理規程
を定め、発生が見込まれるリスクを適正に把握して経営計画及び各業務部門
の施策に反映させる体制運営を行う。
　取締役会は、リスクの種類ごとの管理部門、統合的リスク管理部門及び本
部横断組織として資産・負債の総合管理、統合的なリスクのモニタリング・
評価を行い、状況に応じたリスク・コントロールの方策、統合的リスク管理
体制の整備、運用戦略等に関する検討を行うＡＬＭ委員会を設置するなど、
各種リスクを統合管理するための体制を整備する。
　各リスク管理部門及び統合的リスク管理部門は、適切に連携して、全行的
なリスク管理に取り組む。
　統合的リスク管理部門は、統合リスク量を計測し、検証・分析のうえＡＬ
Ｍ委員会に報告する。ＡＬＭ委員会はリスクの統合結果、リスクアセスメン
ト総括報告等を評価し、統合的リスク管理方針の見直しを審議し、その結果
を取締役会に報告する。取締役会は、ＡＬＭ委員会等の報告を受け、必要に
応じ、統合的リスク管理方針の見直しを行う。
　取締役会は、危機管理規程や業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、危機発生
時の対応を適切かつ迅速に行えるための体制を整備・運用する。
　取締役会は、リスク管理を含む内部管理体制等の内部監査に関する方針を
定め、業務執行に係る部門から独立した内部監査部門を設置するとともに、
監査結果について適時適切に報告を受けるなど、内部監査体制を整備・運用
する。

4.　当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制の基礎として取締役会を月１回定時開催する他、必要に応じて適宜臨
時に開催する。取締役会の委任により経営上の重要事項並びに業務上の総括
的統合監理及び重要事項の協議及び決定を行う機関として経営会議を設置す
る。
　取締役会は、経営会議から報告を受けるとともに、取締役会付議を要する
事項について審議及び決議する。
　取締役の職務執行が効率的に行われるよう、取締役会において担当職務及
び委嘱を定める。
　取締役会は、経営方針に基づく施策を効率的に実施するため、経営計画を
策定し、その実施を指示するとともに、進捗状況の定期的な報告を受け、必
要に応じて経営計画を見直す。

（2）

業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況
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5.　当行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．当行の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第

1項の職務を行うべき者、その他これらの者に相当する者（以下、「取締役
等」という。）の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
　取締役会は、「西京銀行グループ会社管理規程」及び「グループ会社のリ
スク管理方針」を制定し、主要な子会社の業況・財務の状況、リスク管理、
コンプライアンス体制等の重要な情報について当行に報告される体制を整備
する。

ロ．当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　取締役会は、「グループ会社のリスク管理方針」を制定し、主要な子会社
の管理を行うグループ会社事務局を設置し、主要な子会社の損失の危険を管
理する。

ハ．当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われ、且つ、当行の子
会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制
　グループ会社事務局は、主要な子会社を統括管理し、各社の業務執行状況
を定期的及び必要に応じて随時モニタリングする他、内部監査部門は、主要
な子会社の内部統制の状況を監査し、業務の適正が確保されていることを確
認し、取締役会に報告する。
　主要な子会社の監査役と監査等委員会は、業務運営状況について適時適切
に協議することとし、監査等委員会は、取締役会に対して主要な子会社の管
理に関する改善策の策定を求めることができる。
　当行は、主要な子会社に「コンプライアンス規程」を制定させ、主要な子
会社の役職員に周知徹底する。
　主要な子会社の役職員が当行のコンプライアンス統括部門又は外部専門機
関に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を整備する。

6.　当行の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合
における当該使用人に関する事項
　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に係る規程を定め、監査等委員会
の要請に応じて、要員を監査等委員会の補助者として配置する。

7.　前号の使用人の当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立
性に関する事項及び前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会の職務の補助者は他部門の職務を兼務しない専任者とし、監
査等委員会事務局に所属する。当該補助者は監査等委員会以外の者からの指
揮命令を受けず、また、補助者の任命及び異動等については監査等委員会の
同意を得る。

（3）

業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況
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8.　次に掲げる体制その他の当行の監査等委員会への報告に関する体制
イ．当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人並びに当行の

子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第
1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれ
らの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
　取締役（監査等委員である取締役を除く）は、事業年度毎に自己の業務執
行に関して、法令、定款等の遵守状況を当行の監査等委員会へ報告する。ま
た、当行及び主要な子会社の役職員は、当行の監査等委員会から業務執行に
関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
　当行の主要な子会社で緊急事態が発生した場合、当該子会社は当行の企画
部門及び当行の統合的リスク管理部門に報告し、当行の企画部門は当行の取
締役会及び当行の監査等委員会に報告する体制とする。
　当行の内部通報制度の担当部署は、当行及び主要な子会社の役職員からの
内部通報の内容を当行の監査等委員会に報告する。
　内部監査部門は、当行及び主要な子会社の業務運営状況に関する監査の結
果及び指摘改善・是正状況を総括し、定期的に当行の監査等委員会に報告す
る。

ロ．イの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
　当行は、当行の監査等委員会に対して報告を行った当行及び主要な子会社
の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不当な取り扱いを行わ
ない。
　当行及び当行の主要な子会社は、内部通報者のプライバシーを保護し、通
報者に対する人事面や処遇面を含む不利益な取り扱いは行わない。

9.　当行の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事
項
　当行は、監査等委員がその職務の執行について、会社法第399条の2に基づ
く費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査
等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当
該費用又は債務を処理する。
　監査等委員会が独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）を当行の監査
等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当行は、監査等委員会の職
務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、その費用を負担する。

10. その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための
体制
　代表取締役は、監査等委員会、監査法人及び内部監査部門との間で業務運
営状況に関して定期的に又は必要に応じ協議を行う。また、監査等委員会と
の間で、当行が対処すべき課題、監査上の重要課題等について定期的に又は
監査等委員会の求めに応じ、意見交換を行う。
　内部監査部門が行う監査については取締役会の指揮の下で行うが、監査等
委員会は必要に応じて内部監査部門の指揮を執ることができる。取締役会と
監査等委員会の指揮が両立し難い場合には監査等委員会の指揮を優先させる。
　内部監査部門は、監査等委員会との間で監査上の課題等について、定期的
に又は監査等委員会の求めに応じ、報告を行う。

（4）

業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況
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⑵　業務の適正を確保する体制の運用状況についての概要
1.　コンプライアンスに対する取組み

　当行では、営業店及び本部の各部署が法令を厳格に遵守して業務を行うこ
とで、お客さまとの信頼とともに地域社会の期待に十分にお応えすることを
全役職員に徹底しております。これまでに、コンプライアンス担当部署やコ
ンプライアンス委員会の設置、弁護士との顧問契約など、コンプライアンス
体制の確立と推進を図っております。また、全国銀行協会制定の「行動憲章」
の実践に努めるとともに、当行の「行動規範」「コンプライアンス・マニュ
アル」を制定し、年度毎に策定する「コンプライアンス・プログラム」に基
づいてコンプライアンスの推進に努めております。また、四半期毎（５･８･
11･２月）開催されるコンプライアンス委員会の内容については、監査等委
員会及び取締役会に報告されております。

2.　リスク管理体制
　当行では、経営の自己責任原則に基づく健全経営の観点からリスク管理の
重要性を強く認識し、リスク管理体制の強化を図っております。「リスク管
理方針」を取締役会決議により決定し、各カテゴリーにおける管理態勢の整
備・確立に向けた具体的な行動計画として「リスク管理プログラム」を半期
毎に見直しを行うほか、戦略目標に重要な変更がある都度見直して周知徹底
を図るとともに、「統合的リスク管理規程」を定めて、当行のリスク管理を
明確にすることで、業務執行に伴い発生し得るリスクを的確に把握し、経営
計画及び各部施策に反映させる体制としております。

3.　取締役の職務執行に関する取組み
　取締役会は、毎月１回定例会を開催するほか、必要がある場合は随時臨時
会を開催しており、当事業年度は定例会を12回、臨時会を４回（すべて書面
決議）開催しております。

4.　内部監査の状況
　内部監査は、監査部（期末日現在の人員９名）により、本部各部門、営業
店、連結子会社、外部委託先を対象として、業務の運営態勢や各種リスクの
管理態勢等に着目した監査を実施しております。また、監査部は財務報告に
係る内部統制についての評価も実施しており、これらの結果は、取締役会及
び監査等委員会に報告しております。

5.　監査等委員会監査の状況
　監査等委員会監査は業務分担に基づき実施されております。常勤監査等委
員は監査部から監査の実施状況について毎月報告を受けるとともに、３ヶ月
に一度開催される内部監査協議会に出席し、監査部の監査結果に対する対応
協議に参加しております。また、監査等委員は取締役会、経営会議及び各種
委員会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。

会計参与に関する事項
　該当事項はありません。

その他
　該当事項はありません。

（5）

業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況、会計参与に関する事項、その他
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株主資本等変動計算書

第113期（ 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで ）株主資本等変動計算書

（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　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 23,497 15,071 4,016 19,088 1,539 2,832 23,913 28,285 △113 70,757

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △815 △815 △815

利益準備金の
積 立 163 △163 － －

当 期 純 利 益 4,371 4,371 4,371

自己株式の取得 △7 △7

土地再評価差
額 金 の 取 崩 10 10 10

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 )

当期変動額合計 － － － － 163 － 3,403 3,566 △7 3,559

当 期 末 残 高 23,497 15,071 4,016 19,088 1,702 2,832 27,316 31,851 △121 74,316

評 価 ・ 換 算 差 額 等
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

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 2,152 △795 1,618 2,976 73,733

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △815

利益準備金の
積 立 －

当 期 純 利 益 4,371

自己株式の取得 △7

土地再評価差
額 金 の 取 崩 10

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) 1,551 804 △10 2,346 2,346

当期変動額合計 1,551 804 △10 2,346 5,905

当 期 末 残 高 3,704 9 1,607 5,322 79,639

（6）
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個別注記表

　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により
行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価は、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（株式は決算期末月１カ月平均）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。
⑵　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
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物
（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設
備及び構築物については定額法）を採用しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　物　５年〜50年
その他　３年〜20年

⑵　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（勘定系基幹システム関連
については12年、その他は主として５年）に基づいて償却しております。

⑶　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．繰延資産の処理方法
　株式交付費及び社債発行費等は、支出時に全額費用として処理しております。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

（7）
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７．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破
綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実
質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻
の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に
係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断
し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３
年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年
間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基
づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しておりま
す。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定
を実施し、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
3,932百万円であります。

⑵　退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、
過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　　その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（10年）による定額法により損益処理

数理計算上の差異　各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間
内の一定の年数（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損益処
理

⑶　睡眠預金払戻損失引当金
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者か
らの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り
必要と認める額を計上しております。

⑷　偶発損失引当金
　偶発損失引当金は、責任共有制度の対象となる信用保証協会保証付融資に
対して、当該融資が信用保証協会の代位返済を受けた場合に当行が費用負担
すべき額を見積って計上しております。

（8）
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８．ヘッジ会計の方法
⑴　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委員会実務指針第24号　令和２年10月８日。以下、
「業種別委員会実務指針第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・貸付金等とヘッジ手段である金利スワッ
プ取引等を一定の（残存）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。
　なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジを行っております。

⑵　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委員会実務指針第25号　令和２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
替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等
に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認すること
によりヘッジの有効性を評価しております。

９．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜
方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当
事業年度の費用に計上しております。

（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」（企業会計基準第31号　令和２
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。

（重要な会計上の見積り）
　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影響を及ぼす可能性があるものは、
次のとおりです。
１.貸倒引当金
（1）当事業年度に係る計算書類に計上した額

貸倒引当金　6,270百万円
（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理解に資する
情報

連結注記表における記載と同一であります。

（9）

個別注記表



2021/05/21 22:36:34 / 20700727_株式会社西京銀行_招集通知（Ｆ）

（追加情報）
（第三者割当による第四種優先株式の発行）

　当行は、2021年２月26日開催の取締役会において、第三者割当による第
四種優先株式の発行を決議しております。また、2021年５月14日開催の取
締役会において、以下のとおり発行条件を決議する予定としております。

１．第四種優先株式の概要
（1）募集株式の名称

株式会社西京銀行第四種優先株式
（2）募集株式の上限

10,000,000株
（3）発行価額

１株につき1,000円
（4）募集株式の払込金額の総額の上限

10,000,000,000円
増加する資本金の額（上限）　　　5,000,000,000円
増加する資本準備金の額（上限）　5,000,000,000円

（5）募集方法
第三者割当の方法により、当行お取引のお客さまを中心に割り当てを行
う予定です。

（6）払込期日
2021年７月30日（金）
（申込期間　2021年７月14日から2021年７月30日まで）

（7）その他
上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生している
ことを条件としております。

（注）　募集株式の数及びそれに連動する事項（募集株式の払込金額の総額、
増加する資本金の額の総額及び増加する資本準備金の額の総額）は、当
行の定時株主総会（2021年６月25日開催予定）後に開催される当行取
締役会において最終的に決定される予定です。

２．手取金の使途
　募集株式の払込金額から発行諸費用を差し引いた手取金については、2021
年７月30日に行う第二種優先株式の取得に使用するほか、当行グループの財
務基盤の強化のため、2021年９月期において、全額を地元中小企業等向け貸
出金等運転資金に充当する予定であります。

（10）
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注記事項
（貸借対照表関係）
１．関係会社の株式（及び出資金）総額　1,843百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は1,218百万円、延滞債権額は13,457百万円で

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。

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額に該当はありません。
　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。

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は300百万円であります。
　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14,976百万円であります。
　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商業手形、荷付為替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、1,404百万円であります。

７．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 148,724百万円
預け金 21百万円
その他資産（保証金） 3百万円

担保資産に対応する債務
預金 841百万円
債券貸借取引受入担保金 5,651百万円
借用金 141,000百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券1,734百万円及びそ
の他資産（保証金）3,903百万円を差し入れております。
　また、その他の資産には、保証金3,963百万円及び金融商品等差入担保金459
百万円が含まれております。

（11）
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８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融
資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸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、150,455百万円であります。このうち原契約期
間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが147,226百万
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。

９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、
事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金
相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除
した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日　1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）
第２条第４号に定める財産評価基本通達に基づいて、（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。

　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2,560
百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額　5,683百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額　58百万円
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5,153百万円であります。
13．取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額　134百万円
14．関係会社に対する金銭債権総額　10,000百万円
15．関係会社に対する金銭債務総額　3,480百万円
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（損益計算書関係）
１．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 298百万円
役務取引等に係る収益総額 0百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 3百万円

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 1百万円
営業経費・その他経常取引に係る費用総額 192百万円

２．当事業年度において、次の資産について減損損失を計上しております。
地域 用途 種類 減損損失（百万円）

山口県 営業用資産　6ヵ所 建物、ソフトウェア、他 5

広島県 営業用資産　1ヵ所 ソフトウェア 9

地域ごとの減損損失の内訳
山口県 5百万円 （うち、建物 3百万円、ソフトウェア他 1百万円）
広島県 9百万円 （うち、ソフトウェア 9百万円）

　管理会計上の最小区分として、営業を共同で行っている地域をもとにグル
ーピングを行っております。
　店舗の移転及び統廃合の施策等や遊休不動産の処分等の方針により、対象
となっている土地及び建物の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額を減損損失として計上しております。
　なお、回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は、売却予定価
額または路線価を基にした評価額から処分費用見込額を控除して算定してお
ります。

３．関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
該当ありません。

子会社及び関連会社等
該当ありません。

兄弟会社等
該当ありません。
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（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 300 13 － 314 注
合　　計 300 13 － 314

注　普通株式の自己株式の増加13千株は単元未満株式買取によるものであります。

（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」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2021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 △0

２．満期保有目的の債券（2021年３月31日現在）
　該当ありません。

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2021年３月31日現在）
貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）
子会社・子法人等株式 ― ― ―
関連法人等株式 ― ― ―

合　　計 ― ― ―

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
貸借対照表計上額

（百万円）
子会社・子法人等株式 1,127
関連法人等株式 －

合　　計 1,127
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会
社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。

（14）
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４．その他有価証券（2021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 9,573 4,659 4,913
債券 70,658 70,304 354
　国債 19,974 19,813 160
　地方債 25,021 24,931 90
　社債 25,662 25,558 103
外国債券 13,438 12,956 481
その他 23,034 21,628 1,406

小　　計 116,705 109,548 7,156

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 1,817 2,073 △255
債券 100,821 101,489 △667
　国債 36,239 36,762 △523
　地方債 46,171 46,293 △121
　社債 18,410 18,433 △23
外国債券 8,341 8,549 △208
その他 9,091 9,869 △778

小　　計 120,071 121,982 △1,910
合　　計 236,777 231,531 5,246

（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）
非上場株式 1,298
組合出資金 8,066

合　　計 9,364
　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。

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）
　該当ありません。

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年４月１日　至 2021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 718 550 △3
債券 23,335 68 －
　国債 23,235 68 －
　社債 100 － －
外国債券 2,260 194 －
その他 544 62 －

合　　計 26,858 876 △3

７．保有目的を変更した有価証券
　該当ありません。
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８．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なも
のを除く。）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、29百万円（社債29百万円）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、当事業年度末
において時価が取得原価に対して50％以上下落している銘柄をすべて、25％
以上50％未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認めら
れる銘柄を著しく下落したと判断しております。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

当期損益に含まれる
評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 855 148

２．満期保有目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　該当ありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2021年３月31日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

うち貸借対照
表計上額が取
得原価を超え

るもの
（百万円）

うち貸借対照
表計上額が取
得原価を超え

ないもの
（百万円）

その他の金銭の信託 231 227 4 4 －

（注）1.　貸借対照表計上額は、当事業年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2.　「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」

は、それぞれ「差額」の内訳であります。
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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 3,104 百万円
退職給付引当金 693
株式等有税償却額 101
減価償却 87
未払賞与 88
未払事業税 77
減損損失 82
その他 339

繰延税金資産小計 4,572
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,860

評価性引当額小計 △2,860
繰延税金資産合計 1,712
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,545
繰延ヘッジ損益 △4
その他 △48

繰延税金負債合計 △1,598
繰延税金資産の純額 113

（１株当たり情報）
１株当たり純資産額 595円76銭
１株当たり当期純利益金額 35円74銭

（17）
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連結株主資本等変動計算書

（ 2020年４月 1 日から
2021年３月31日まで ）連結株主資本等変動計算書

（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

当連結会計年度期首残高 23,497 19,146 28,981 △113 71,512

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △815 △815
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 4,229 4,229

自 己 株 式 の 取 得 △7 △7

土地再評価差額金の
取 崩 10 10

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 (純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － － 3,424 △7 3,416

当連結会計年度末残高 23,497 19,146 32,406 △121 74,929

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

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

当連結会計年度期首残高 2,153 △795 1,618 △345 2,631 74,144

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △815
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 4,229

自 己 株 式 の 取 得 △7

土地再評価差額金の
取 崩 10

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 (純 額 ) 1,551 804 △10 24 2,370 2,370

当連結会計年度変動額合計 1,551 804 △10 24 2,370 5,787

当連結会計年度末残高 3,705 9 1,607 △320 5,001 79,931

（18）
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連結注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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。

連結計算書類の作成方針
⑴　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 5社
会社名

株式会社エス・ケイ・ベンチャーズ
きらら債権回収株式会社
株式会社西京システムサービス
西京カード株式会社
投資事業有限責任組合さいきょう地方創生ファンド

②　非連結の子会社及び子法人等 0社
投資事業有限責任組合さいきょう農林漁業成長産業化ファンドは清算
結了しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
該当ありません。

⑶　連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
①　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

３月末日 4社
12月末日 1社

②　12月末日を決算日とする子会社及び子法人等については、３月末日現
在で実施した仮決算に基づく計算書類により、またその他の連結される
子会社及び子法人等については、それぞれの決算日の計算書類により連
結しております。

（19）
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会計方針に関する事項
⑴　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。

⑵　有価証券の評価基準及び評価方法
(ｲ) 有価証券の評価は、持分法非適用の非連結子法人等への出資金について

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（株式は連結決算期末月１カ月平均）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。
(ﾛ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産と

して運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
⑶　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。
⑷　固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した
建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附
属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　物　５年〜50年
その他　３年〜20年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐
用年数に基づき、主として定率法により償却しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフ
トウェアについては、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（当行の勘定系基幹システム関連については12年、その他は主と
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。

⑸　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、
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債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３
年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年
間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基
づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しておりま
す。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定
を実施し、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
3,932百万円であります。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去
の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上して
おります。

⑹　役員退職慰労引当金の計上基準
　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生して
いると認められる額を計上しております。

⑺　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。

⑻　偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、責任共有制度の対象となる信用保証協会保証付融資に
対して、当該融資が信用保証協会の代位返済を受けた場合に当行が費用負担
すべき額を見積って計上しております。

⑼　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　　　　その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一
定の年数（10年）による定額法により損益処理

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
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⑽　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、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は、外貨建資産・負債を保有しておりませ
ん。

⑾　重要なヘッジ会計の方法
イ　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委員会実務指針第24号　令和２年10
月８日。以下、「業種別委員会実務指針第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・貸付金等とヘッジ
手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）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。
　なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジを行っております。

ロ　為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ
会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上
及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号
令和２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。
　なお、連結される子会社及び子法人等はヘッジ取引を行っておりません。

（「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘ
ッジ関係）
　上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計
の取扱い」（実務対応報告第40号2020年９月29日）の適用範囲に含まれるヘ
ッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用し
ております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のと
おりであります。

ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処理によっております。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…有価証券
ヘッジ取引の種類…キャッシュ・フローを固定するもの。

⑿　消費税等の会計処理
　当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計
処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象
外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。
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（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」（企業会計基準第31号　令和２
年３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結
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。

（重要な会計上の見積り）
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上し
た項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可
能性があるものは、次のとおりです。
１.貸倒引当金
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

貸倒引当金　6,300百万円
（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理解に資する
情報

①算出方法
　貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「(5)貸倒引当金
の計上基準」に記載しているとおり、当行の貸出金について資産の自己査
定基準に基づく査定結果を基礎として債務者を分類し、債務者区分毎に貸
倒引当金の算定を行っております。
　個人向け貸出金は、主に個人に対する住宅ローンや消費ローン等、個人
貸家業に対する貸出金になります。住宅ローンや消費ローン等は客観的な
延滞基準、個人貸家業に対する貸出金は客観的な延滞基準及び当該物件の
入居率等に基づいて債務者区分を判定しております。なお、一部の債務者
に関しては、過年度においてリスクの見直しを行い、債務者の支払能力を
総合的に判断した上で、債務者区分を見直しました。
　法人向け貸出金は、主として債務者の実態的な財務内容、収益力、資金
繰り等によりその返済能力を検討し、業種特性、新型コロナウイルス感染
症の影響を踏まえた債務者の将来の業績及びキャッシュ・フローの見通し、
経営改善計画等の合理性、金融機関の支援状況等を総合的に判断して債務
者区分を決定しております。

②主要な仮定
　主要な仮定は、「法人向け貸出金の債務者区分の判定における債務者の
将来の業績及びキャッシュ・フローの見通し」であり、各債務者の実態的
な財務内容、収益力、資金繰りを個別に評価し、設定しております。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今
後一定程度継続すると想定しております。このような状況下において、当
行の貸出金の信用リスクに一定の影響を及ぼし、債務者の返済能力が低下
する可能性を想定しておりますが、これによる与信費用の増加は多額とは
ならないとの仮定をおいて貸倒引当金を算定しております。

③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
　各債務者の事業環境や収益力、資金繰りの変化や新型コロナウイルス感
染症の影響の変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、
翌連結会計年度に係る連結計算書類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。
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（追加情報）
（第三者割当による第四種優先株式の発行）

　当行は、2021年２月26日開催の取締役会において、第三者割当による第
四種優先株式の発行を決議しております。また、2021年５月14日開催の取
締役会において、以下のとおり発行条件を決議する予定としております。

１．第四種優先株式の概要
（1）募集株式の名称

株式会社西京銀行第四種優先株式
（2）募集株式の上限

10,000,000株
（3）発行価額

１株につき1,000円
（4）募集株式の払込金額の総額の上限

10,000,000,000円
増加する資本金の額（上限）　　　5,000,000,000円
増加する資本準備金の額（上限）　5,000,000,000円

（5）募集方法
第三者割当の方法により、当行お取引のお客さまを中心に割り当てを行
う予定です。

（6）払込期日
2021年７月30日（金）
（申込期間　2021年７月14日から2021年７月30日まで）

（7）その他
上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生している
ことを条件としております。

（注）　募集株式の数及びそれに連動する事項（募集株式の払込金額の総額、
増加する資本金の額の総額及び増加する資本準備金の額の総額）は、当
行の定時株主総会（2021年６月25日開催予定）後に開催される当行取
締役会において最終的に決定される予定です。

２．手取金の使途
　募集株式の払込金額から発行諸費用を差し引いた手取金については、2021
年７月30日に行う第二種優先株式の取得に使用するほか、当行グループの財
務基盤の強化のため、2021年９月期において、全額を地元中小企業等向け貸
出金等運転資金に充当する予定であります。
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注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．貸出金のうち、破綻先債権額は1,241百万円、延滞債権額は13,458百万円で

あります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものと
して未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、
「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令
第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定
する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務
者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以
外の貸出金であります。

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額に該当はありません。
　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。

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は300百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債
務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以
上延滞債権に該当しないものであります。

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額
の合計額は15,000百万円であります。
　なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり
ます。

５．手形割引は、業種別委員会実務指針第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商業手形、荷付為替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、1,404百万円であります。

６．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 148,724百万円
預け金 21百万円
その他資産 3百万円

担保資産に対応する債務
預金 841百万円
債券貸借取引受入担保金 5,651百万円
借用金 141,000百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券1,734百万円及びそ
の他資産（保証金）3,903百万円を差し入れております。
　また、その他資産には、保証金3,969百万円及び金融商品等差入担保金459
百万円が含まれております。
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７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融
資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸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、144,455百万円であります。このうち原契約期
間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが141,226百万
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手続に基づき顧客の業況等を把握し、必
要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

８．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、
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　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号に定める財産評価基本通達に基づいて、（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。
　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末にお
ける時価の合計額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　
2,560百万円

９．有形固定資産の減価償却累計額　5,729百万円
10．有形固定資産の圧縮記帳額　58百万円
11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３

項）による社債に対する保証債務の額は5,153百万円であります。
12．当行の取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額　134百万

円
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（連結損益計算書関係）
１．「その他の経常収益」には、株式等売却益1,090百万円、金銭の信託運用益

360百万円を含んでおります。
２．当連結会計年度において、次の資産について減損損失を計上しております。

地域 用途 種類 減損損失（百万円）

山口県 営業用資産　6ヵ所 建物、ソフトウェア　他 5

広島県 営業用資産　1ヵ所 ソフトウェア 7

地域ごとの減損損失の内訳
山口県 5百万円 （うち、建物 3百万円、ソフトウェア他 1百万円）
広島県 7百万円 （うち、ソフトウェア 7百万円）

　当行は、管理会計上の最小区分として、営業を共同で行っている地域をも
とにグルーピングを行っております。連結される子会社及び子法人等は、各
社単位でグルーピングを行っております。
　店舗の移転及び統廃合の施策等や遊休不動産の処分等の方針により、対象
となっている土地及び建物の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額を減損損失として計上しております。
　なお、回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は、売却予定価
額または路線価を基にした評価額から処分費用見込額を控除して算定してお
ります。

（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計

年度期首株式数
当連結会計

年度増加株式数
当連結会計

年度減少株式数
当連結会計

年度末株式数 摘要

発行済株式
普通株式 115,967 － － 115,967
第二種優先株式 5,000 － － 5,000
第三種優先株式 5,500 － － 5,500

合　　計 126,467 － － 126,467
自己株式

普通株式 300 13 － 314 注
合　　計 300 13 － 314

注　普通株式の自己株式の増加13千株は単元未満株式買取によるものであります。
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２．配当に関する事項
⑴　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

2020年6月26日
定時株主総会

普通株式 578百万円 5円00銭 2020年
3月31日

2020年
6月29日

第二種
優先株式 100百万円 20円00銭 2020年

3月31日
2020年
6月29日

第三種
優先株式 137百万円 25円00銭 2020年

3月31日
2020年
6月29日

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力発生日が当連結
会計年度の末日後となるもの

　2021年６月25日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項
を次のとおり提案しております。
普通株式

①配当金の総額 693百万円
②１株当たり配当額 6円
③基準日 2021年３月31日
④効力発生日 2021年６月28日

第二種優先株式
①配当金の総額 100百万円
②１株当たり配当額 20円
③基準日 2021年３月31日
④効力発生日 2021年６月28日

第三種優先株式
①配当金の総額 137百万円
②１株当たり配当額 25円
③基準日 2021年３月31日
④効力発生日 2021年６月28日

　なお、配当原資は、利益剰余金であります。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
　当行グループは、当行、連結子会社４社及び投資事業有限責任組合１組
合（連結子法人等）で構成され、銀行業務を中心に、ベンチャーキャピタ
ル業務、債権管理回収業務、個別信用購入あっせん業務などの金融サービ
スに係る事業を行っております。当行の本店含む全61支店等において、預
金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等の銀行業務に取り組ん
でおります。また、連結子会社において、ベンチャーキャピタル業務、債
権管理回収業務、個別信用購入あっせん業務等を事業展開することにより、
銀行業務のサポート及び金融サービスの充実を図っております。
　当行グループでは、主として預金による資金調達を行い、貸出金、有価
証券等を主体に資金運用を行っております。
　また、デリバティブ取引は金利スワップ及び為替予約等を行っておりま
すが、利用目的は、主に多様な顧客ニーズへの対応及び金利・為替相場の
変動による損失を軽減することであり、当行の資産・負債に対するリスク・
ヘッジのために行い、多額の投機的な取引は行わないことを取組みの基本
方針としております。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当行グループが保有する金融資産は、主として国内の法人及び個人に対
する貸出金であり、信用供与先の倒産や財務状況の悪化等により、資産（オ
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フバランスを含む）の価値が減少ないし消失し、損失を被る信用リスクに
晒されております。また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び投
資事業組合出資金であり、売買目的有価証券及びその他有価証券で保有し
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、為替の変動リスクに晒されております。
　当行グループが保有する金融負債は、主として国内の法人及び個人の預
金であり、予期せぬ預金の流出等により、対外決済に支障を来たす流動性
リスクを内包しております。
　デリバティブ取引には、ＡＬＭ（資産・負債の総合管理）の一環で行っ
ている金利スワップ取引があります。当行グループでは、これをヘッジ手
段として、ヘッジ対象であるその他有価証券で保有する現物債券の金利変
動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。ヘッジの有効性評価の
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
有価証券とヘッジ手段である金利スワップ取引等に高い有効性があること
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。
　このほか、その他有価証券で保有する外貨建債券から生じる為替変動リ
スクを減殺する目的で為替スワップ取引を行い、また、お客さまとの間の
外国為替取引で生じる為替変動リスクを減殺する目的で、金融機関と外国
為替予約カバー取引を行っております。

⑶　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、信用リスクの所在と量を、適時且つ適確に把握し、
発生するリスクの極小化を図る与信プロセス管理と、業種、債務者等へ
の信用リスク集中を排除するべく与信ポートフォリオ管理を行うことで、
経営の健全性、収益性を高めることを信用リスク管理の基本方針として
おります。特に、信用リスク集中については、クレジット・リミットの
設定や与信集中管理等を通じて信用リスクを適切にコントロールしてお
ります。
　また、適切な与信管理体制を構築するため、営業推進部門から分離、
独立した信用リスク管理部署を設置し、相互牽制態勢を確立しておりま
す。

②　市場リスクの管理
ⅰ　金利リスクの管理
　当行グループは、金利リスクを、「一般貸出金等による運用と預金・
社債・借入等による調達の長さの違い（ＡＬＭギャップ）に由来する金
利リスク」、「保有する債券に由来する金利リスク」、「貸出金の中で
も金利決定スキームが特殊である仕組貸出金（仕組金利貸出金）に由来
する金利リスク」の３つに大別し、リスクの所在と量を適時・適確に把
握し、自己資本対比でのリスク量の適切性の管理と、収益性の管理を行
うことを基本方針としており、統合的リスク管理部門がモニタリングを
行い、経営陣に報告しております。
　なお、預貸金の長短ギャップに伴う金利リスクは、預金政策、貸出金
政策によりコントロールするほか、必要に応じて金利スワップを使用し
た「包括ヘッジ」「個別ヘッジ」の手法によりリスクヘッジ（リスクの
減殺）を実施しております。
ⅱ　為替リスクの管理
　当行グループは、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理
しており、為替スワップ取引及び外国為替予約等のカバー取引等を利用
し、当該リスクを回避しております。
ⅲ　価格変動リスクの管理
　有価証券の保有については、取締役会の定めた方針に基づき、有価証
券運用に関する規程に従い行われております。このうち、保有目的を、
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「売買目的有価証券」「その他有価証券」に区分した有価証券は、適切
なロスカット・ルールを設定し、「売買目的有価証券」については損失
限度額の設定を行い、価格変動リスクを管理しております（ただし、政
策目的運用で保有する株式、及び元本償還が確実な国債・政府保証債を
除く。）。ロスカット、ポジション枠は、市場事務部門において日次で
モニタリングしております。
ⅳ　デリバティブ取引
　デリバティブ取引に関しては、当行グループの資産・負債に対するリ
スク・ヘッジを行うことを主目的とし、多額の投機的な取引は行わない
ことを基本方針としております。リスク管理体制については、取締役会
の定めた各種リスク管理に関する規程に基づき、フロント部署（市場営
業部門）、ミドル部署（統合的リスク管理部門）、バック部署（市場事
務部門）において、日次、週次、月次等の適時管理を行っております。
ⅴ　市場リスクに係る定量的情報
定量的分析を利用している金融商品：トレーディング勘定
　当行において、トレーディング目的として保有している有価証券に関
する時価の損失額の推計値としてVaRを算出しております。
　VaRの算出にあたっては、分散・共分散法（信頼区間99.0％、観測期
間１年）を採用しており、保有期間は10日としております。
　2021年３月31日（当期の連結決算日）現在でトレーディング業務の
市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で51百万円であります。
定量的分析を利用している金融商品：非トレーディング勘定
　当行において、主要なリスク変数である金利リスク、為替リスク、価
格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預金」、「貸出金」、
「有価証券」であります。
　上記商品のVaRの算出にあたっては、分散・共分散法（信頼区間
99.0％、観測期間１年）を採用しており、保有期間については「政策目
的運用（株式）を除く有価証券」は３カ月、「政策目的運用（株式）有
価証券」、「市場型間接金融商品」、「預貸金取引等（ＡＬＭギャップ）」
は６カ月としております。
　2021年３月31日（当期の連結決算日）現在で当行のトレーディング
業務以外の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で4,554百万円で
あります。なお、当行ではモデルが算出するVaRと実際の損益を比較す
るバックテスティングを実施しております。
　2020年度に関して実施したバックテスティングの結果、使用する計測
モデルは十分な精度により市場リスクを補足しているものと考えており
ます。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定
の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほ
ど市場環境が激変する状況下におけるリスクは補足できない場合があり
ます。
定量的分析を利用していない金融商品
　2021年３月31日（当期の連結決算日）現在で定量的分析を利用して
いない金融商品は保有しておりません。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　当行グループは、ローンポジションによる資金繰り運営を原則とし、
運用・調達計画に基づく資金計画と、実績管理による資金繰り調整を行
っております。預金残高管理、営業店等からの情報収集等による預金動
向の把握、資金尻の予想乖離額の管理等により、流動性リスクを管理し
ております。
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⑷　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。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2021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（（注２）参照）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額 時　価 差　額

⑴　現金預け金 275,316 275,316 －
⑵　金銭の信託 1,087 1,087 －
⑶　商品有価証券及び有価証券

売買目的有価証券 43 43 －
その他有価証券 236,826 236,826 －

⑷　貸出金 1,321,730
貸倒引当金（＊1） △6,233

1,315,496 1,444,347 128,850
資産計 1,828,771 1,957,622 128,850
⑴　預金 1,629,548 1,632,340 2,791
⑵　借用金 141,000 141,000 －
負債計 1,770,548 1,773,340 2,791
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 632 632 －
ヘッジ会計が適用されているもの（＊3） (10) (10) －

デリバティブ取引計 622 622 －
（＊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）　ヘッジ対象である有価証券のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワッ
プであり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金
融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号　令和２年９月29日）を適用しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法
資　産

⑴　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。

⑵　金銭の信託
　取引金融機関から提示された価格によっております。なお、預け金と同
様の性質を有するものと考えられるものは、帳簿価額によっております。
　保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信
託関係）」に記載しております。

⑶　商品有価証券及び有価証券
　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。
　自行保証付私募債は、その内部格付又は債務者区分及び期間に基づく区
分ごとに、元利金の合計額に信用リスクを反映させ、適切な市場利子率で
割り引いて時価を算定しております。
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　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。

⑷　貸出金
　貸出金は、その種類、内部格付又は債務者区分及び期間に基づく区分ご
とに、元利金の合計額を適切な市場利子率で割り引いて時価を算定してお
ります。その際、貸出金の種類に基づく区分ごとに信用リスクを元利金に
反映させる方法、又は割引率をリスク要因で補正する方法によっておりま
す。なお、約定期間が短期間（１年以内）である商業手形や一部の当座貸
越については、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。
　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
⑴　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。

⑵　借用金
　借用金については、そのほとんどが約定期間が短期間あるいは連結決算
日から１年以内に返済が予定されるものであるため、時価は帳簿価額に近
似しているとみなし当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）及び通貨関連取引
（為替予約）であり、取引所の価格や割引現在価値等により算出した価額
によっております。

（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⑶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

非上場株式（＊1）（＊2） 1,989
組合出資金（＊3） 7,349

合　　計 9,338
（＊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0百万円の減損処理を行っております。
（＊3）　組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成

されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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（有価証券関係）
　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2021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 △0

２．満期保有目的の債券（2021年３月31日現在）
　該当ありません。

３．その他有価証券（2021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 9,573 4,659 4,913
債券 70,708 70,353 354

国債 19,974 19,813 160
地方債 25,021 24,931 90
社債 25,712 25,608 103

外国債券 13,438 12,956 481
その他 23,034 21,628 1,406

小　　計 116,755 109,598 7,156

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 1,817 2,073 △255
債券 100,821 101,489 △667

国債 36,239 36,762 △523
地方債 46,171 46,293 △121
社債 18,410 18,433 △23

外国債券 8,341 8,549 △208
その他 9,091 9,869 △778

小　　計 120,071 121,982 △1,910
合　　計 236,826 231,580 5,246

（注）連結貸借対照表計上額は、株式については当連結会計年度末前１カ月の市場価格の平均に基づいて算定さ
れた額により、また、それ以外については、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価によ
り、それぞれ計上したものであります。

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）
　該当ありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2020年４月１日　至 2021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 733 550 △3
債券 23,335 68 －
　国債 23,235 68 －
　社債 100 － －
外国債券 2,260 194 －
その他 544 62 －

合　　計 26,873 876 △3

６．保有目的を変更した有価証券
　該当ありません。
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７．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なも
のを除く。）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、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額
を当連結会計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。
　当連結会計年度における減損処理額は、29百万円（社債29百万円）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、当連結会計年
度末において時価が取得原価に対して50％以上下落している銘柄をすべて、
25％以上50％未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認
められる銘柄を著しく下落したと判断しております。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 855 148

２．満期保有目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　該当ありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2021年３月31日現在）
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）

うち連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えるもの
（百万円）

うち連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えないもの
（百万円）

その他の金銭の信託 231 227 4 4 －

（注）1.　連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであ
ります。

2.　「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの」は、それぞれ「差額」の内訳であります。

（１株当たり情報）
１株当たり純資産額 598円29銭
１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 34円51銭
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