３．注記表
（平成30年度）
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
① 子会社株式： 移動平均法による原価法
②

その他有価証券
ⅰ）時価のあるもの
ⅱ）時価のないもの

：

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
： 移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
（３）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年４月１日以降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
採用しています。
②

無形固定資産
定額法

（４）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産の資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当
基準に則り、次のとおり計上しています。
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、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その
残額を計上しています。
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て必要と認められる額を計上
しています。
上記以外の債権については、貸倒実績率等に基づき算定した金額を計上しています。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部
署から独立した査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当
を行っています。
②

賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上
しています。

③

退職給付引当金
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、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付引当
金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末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います。
【追加情報】
従来、退職給付債務の計算方法について、原則法により計算していましたが、支所の統合等
による職員数の抑制により、現在の職員規模では原則法による合理的な数理計算上の見積りを
行うことが困難となったため、退職給付債務の算定方法を簡便法に変更しました。
この結果、当事業年度の退職給付引当金が 240,121千円減少し、同額を特別利益に計上して
います。また、この変更に伴い、従来の方法による場合と比較して、税引前当期利益が同額増
加しています。
－ 19 －

④

役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してい
ます。

⑤

特例業務負担金引当金
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体共済
組合法等を廃止する等の法律附則第57条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年
金等の業務に要する費用に充てるために拠出する特例業務負担金の平成31年３月現在における
令和14年３月までの将来見込額を計上しております。
【追加情報】
従来、特例業務負担金については、将来見込額を注記する方法によっておりましたが、財務
内容をより健全化するため、当年度より特例業務負担金引当金として負債に計上する方法に変
更しております。これにより従来の方法によった場合と比較して、税引前当期利益が 331,854
千円減少しております。

（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引の
うち、会計基準適用初年度開始前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理によっています。
（６）消費税及び地方消費税の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控
除対象外消費税等はその他資産に計上し、５年間で均等償却を行っています。
（７）計算書類に記載した金額の端数処理の方法
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「０」で
表示しています。
２．会計方針の変更に関する注記
（１）棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、従来、最終仕入原価法による原価法によっていましたが、システム
対応を図ったことにより、当事業年度から総平均法に変更しました。
当該会計方針の変更は、システムの変更が当事業年度末であったことから、前事業年度以前
の影響が算出できず遡及適用できないため、前事業年度末の棚卸資産の帳簿価額を当事業年度
の期首残高として、期首から将来にわたり総平均法を適用しています。
なお、この変更による影響は軽微です。
３．貸借対照表に関する注記
（１）資産に係る圧縮記帳額
有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 968,244千円であり、その内訳は次
のとおりです。
建物
土地

610,068千円
45,852千円

機械装置
その他有形固定資産
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231,729千円
80,594千円

（２）担保に供している資産
高知県信用農業協同組合連合会との当座借越契約の担保に供している定期預金（系統預金）
は 3,000,000千円供しています。また、為替取引保証金の担保として定期預金（系統預金）を
3,000,000千円供しています。
これ以外に地方公共団体の指定金融機関事務等に係る債務として、定期預金（系統外預金）
10,000千円を担保に供しています。
（３）子会社等に対する金銭債権及び金銭債務
子会社等に対する金銭債権の総額
子会社等に対する金銭債務の総額

391,489千円
260,822千円

（４）役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務
理事及び監事に対する金銭債権の総額
310,684千円
理事及び監事に対する金銭債務の総額
該当ありません。
（５）貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳
貸出金のうち、破綻先債権額は 369,848千円、延滞債権額は 368,243千円です。
なお、破綻先債権とは、元本また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
事由により元本または利息の取立てまた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
または同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。
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ま
た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す。
貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権は、存在しておりません。
なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上
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す。
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は、存在しておりません。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払い猶予、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ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。
破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は、73
8,092千円です。
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。
４．損益計算書に関する注記
（１）子会社等との取引高の総額
① 子会社との取引による収益総額
うち事業取引高
②

子会社との取引による費用総額
うち事業取引以外の取引高

715,449千円
715,449千円
12,673千円
12,673千円

５．金融商品に関する注記
（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
当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の法人や団体な
どへ貸付け、残った余裕金を高知県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債
などの有価証券による運用を行っています。
②

金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として高知県信用農業協同組合連合会への預け金及び当組
合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によ
ってもたらされる信用リスクにさらされています。
また、有価証券は主に債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これ
らは発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクにさらされています。
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③

金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ）信用リスクの管理
当組合では、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定
しています。また、通常の貸出取引については、本所に融資課・審査課を設置し各支所と
の連携を図りながら、検証及び与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキ
ャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに担保評価基準など厳格な審査
基準を設け与信判定を行っています。貸出取引における資産の健全性の維持・向上を図る
ため、資産の自己査定を厳正に行うとともに不良債権については管理・回収方針を作成・
実践し、資産の健全化に取り組んでいます。
また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき
必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。
ⅱ）市場リスクの管理
当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールす
ることにより、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と
収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを
実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当
組合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方
針を定めるとともにＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を
行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方
針などに基づき、有価証券の売買を行っています。運用部門が行った取引についてはリス
ク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし、定期的にリスク量の測定を行
い経営層に報告しています。
（市場リスクに係る定量的情報）
当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組
合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、
有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、貸出金、貯金及び借入金です。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的
な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的
分析に利用しています。
金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる
金利が 0.1％上昇したものと想定した場合には、経済価値が86,561千円減少し、また金利
が 0.1％下降したものと想定した場合には、経済価値が 172,258千円増加するものと把握
しています。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他の
リスク変数の相関を考慮していません。
また、金利の合理的な予想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。
なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含
めて計算しています。
ⅲ）資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、
安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を
行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、
運用方針などの策定の際に検討を行っています。

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（時価に代わるものを含む）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（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該
価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
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（２）金融商品の時価等に関する事項
① 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
当年事業度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、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、次表には含めず③に
記載しています。
（単位：千円）
貸借対照表
種
類
時 価
差 額
計 上 額
預金
121,864,059
121,870,098
6,039
有価証券
7,170,040
7,170,040
－
貸出金
50,954,671
－
－
貸倒引当金（注）１
△515,614
－
－
貸出金（引当金控除後）
50,439,057
52,148,216
1,709,159
5,139
5,139
－
外部出資（注）２
179,478,296
181,193,495
1,715,198
資 産 計
175,163,484
176,038,640
875,155
貯金
175,163,484
176,038,640
875,155
負 債 計
（注）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います。
２．外部出資は、系統外出資のうち市場価格のある上場株式です。
② 金融商品の時価の算定方法
【資産】
ア．預金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレー
トである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として
算定しています。
イ．有価証券及び外部出資
株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によって
います。
ウ．貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信
用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該
帳簿価額によっています。
一方、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
計額をリスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた額から貸倒
引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、元利金の合計額をリスクフリーレート
である円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額
に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額として算定
しています。
また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等については、帳簿価額から
貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。
【負債】
ア．貯金
要求払貯金については、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
います。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フ
ローをリスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を
時価に代わる金額として算定しています。
③

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は次のとおりであり、①の金融商品
の時価情報には含まれていません。
（単位：千円）
種
類
貸借対照表計上額
外部出資（注）１
4,244,125
（注）１．外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが
極めて困難であると認められるため、時価開示の対象としていません。
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④

金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年超
２年超
３年超
種
類
１年以内
４年以内
２年以内
３年以内

（単位：千円）
４年超
５年超
５年以内

－
－
－
－
－
預金






有価証券






貸出金（注）1、2、3
合
計






（注）１．貸出金のうち、当座貸越 558,950千円については「１年以内」に含めています。また
期限のない劣後特約付ローンについては「５年超」に含めています。
２．貸出金のうち、３ヶ月以上延滞が生じている債権・期限の利益を喪失した債権等416,
245千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。
３．貸出金の分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部実行案件86,880千円は償還日が特
定できないため、含めていません。

⑤

有利子負債の決算日後の返済予定額
１年超
２年超
３年超
種
類
１年以内
２年以内
３年以内
４年以内
貯金（注）




（注）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。

（単位：千円）

４年超
５年以内


５年超


６．有価証券に関する注記
（１）有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。これらには、有価証券のほか、
「外部出資」中の株式が含まれています。
① その他有価証券で時価のあるもの
その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれら
の差額については、次のとおりです。
（単位：千円）
取得原価また 貸借対照表
種
類
差 額
は償却原価
計上額
国
債

 
貸借対照表計上
地 方 債

 
額が取得原価ま
たは償却原価を
社
債

 
超えるもの
外部出資

 
合
計

 
なお、上記の評価差額から繰延税金負債 136,560千円を差し引いた額 357,151千円が「その
他有価証券評価差額金」に含まれています。

（２）当事業年度中において、売却したその他有価証券はありません。
（３）当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
７．退職給付に関する注記
（１）採用している退職給付制度の概要
職員の退職給付に充てるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用していま
す。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部に充てるため一般財団法人 全国
農林漁業団体共済会との契約に基づく農林漁業団体職員退職給付制度（特定退職金共済制度）
及び全国共済農業協同組合連合会との契約に基づく確定給付企業年金制度を採用しています。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末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います。
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（２）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金
簡便法への変更に伴う戻入額
退職給付費用
退職給付の支払額
特定退職金共済制度への拠出金
期末における退職給付引当金

616,604
△ 240,121
29,775
△ 46,676
△ 101,587
257,994

千円
千円
千円
千円
千円
千円

（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,927,626 千円
退職給付債務
△ 1,220,804 千円
特定退職金共済制度
△ 448,828 千円
確定給付型企業年金制度
257,994 千円
未積立退職給付債務
257,994 千円
退職給付引当金
（４）退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用
原則法から簡便法への変更に伴う退職給付引当金戻入額

29,775 千円
△ 240,121 千円

（５）特例業務負担金の将来見込額
人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統
合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条に基づき、旧農
林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務
負担金22,729千円を含めて計上しています。
なお、同組合より示された平成31年３月現在における令和14年３月までの特例業務負担金の
将来見込額は299,148千円となっています。
８．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
繰延税金資産
90,912
貸倒引当金超過額
31,182
賞与引当金
71,361
退職給付引当金
31,206
減損損失
91,790
特例業務負担金引当金
15,030
部会貯金残高
29,433
その他
360,917
繰延税金資産小計
△ 135,202
評価性引当額
225,715
繰延税金資産合計（Ａ）
繰延税金負債
△ 136,560
その他有価証券評価差額金
△ 163
資産除去債務
△ 136,724
繰延税金負債合計（Ｂ）
88,990
繰延税金資産の純額（Ａ）＋（Ｂ）
（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
法定実効税率
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
評価性引当額の増減
住民税均等割額
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
27.66 ％
3.54 ％
△ 5.22 ％
△ 4.15 ％
1.39 ％
△ 0.57 ％
22.64 ％

【追加情報】
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当
事業年度から適用しています。なお、この会計基準の適用による損益への影響はありません。
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９．その他の注記
（１）リース取引（貸手側）
① リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引に関する会計基準適用初年度開始前のリース取引のうち、リース物件の所有権が
借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引は下記の通りです。
ⅰ）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
構築物
26,636 千円
取得価格
23,144 千円
減価償却累計額
3,491 千円
期末残高
ⅱ）未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超
合計

124 千円
88 千円
212 千円

ⅲ）受取リース料、減価償却費、受取利息相当額
受取リース料
減価償却費
受取利息相当額

350 千円
247 千円
102 千円

ⅳ）利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額の差額を利息相当額とし、利息相当額の各期への
配分方法については、利息法によっています。
（２）資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
① 当該資産除去債務の概要
当組合は、一部の建物に使用されているアスベストについて、解体時に石綿障害予防規則が
要求する特別な方法で除去する義務を有していることから、当該除去費用を合理的に見積り、
資産除去債務を計上しています。
② 当該資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は当該建物の残存耐用年数（20年）に
よっており、割引率は当該年数に見合う国債の流通利回り（ 2.1％）を使用して資産除去債務
の金額を算定しています。
③ 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減
3,977 千円
期首残高
83 千円
時の経過による調整額
4,060 千円
期末残高

－ 26 －

- 26 -

