
ロ
ー
ソ
ン
銀
行

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
誌
２
０
１
９







私たちは、
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企業理念

私たちが目指すのは「コンビニ・バンキング」。

いつでも簡単に、誰でも安心して、

やりたいことがすぐできる

お客さまにいちばん近い銀行になります。

ビジョン

1. 常にお客さま起点で考え、行動します。

2. ニーズの先を読み、真に革新的なチャレンジをし続けます。

3. お客さま、地域社会、パートナー、社員の共存共栄を実現します。

4. 常に公明正大、人々から信頼される存在になります。

行動指針
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いつでも、どこでも、誰もが簡単に使える

「コンビニ・バンキング」をまっすぐに目指してまいります

人とおカネのかかわり方が今までと大きく変わ
りつつあるこの時に、私たちは、「お客さまにいち
ばん近い銀行」を追求するため、2018年10月
より銀行サービスを開始いたしました。人々が、
その生活が主役になる社会。それを支える道具
としての銀行。当たり前のことですが、私たちは
常にその原点に立ち戻って、真にお客さまの役に
立つ新しい金融商品・サービスを提供してまいり 
ます。 

ローソングループがこれまで17年にわたって築
いてきたATM事業を基盤に、2019年3月末現
在、国内ATM設置台数は13,476台、提携金融
機関数は113社となりました。2019年1月には
農林中央金庫とJAバンクへの当行ATM代替設
置に合意し、2019年度から設置を進めてまいり
ます。私たちは、ATM事業の実績とノウハウ、そ
して何よりも大切にしてきた提携金融機関をは

じめとするパートナーの皆さまとの共存共栄の
精神を承継し、さらに発展させてまいります。

個人のお客さまへのサービスについては、預金
やインターネットバンキングに加えて、2019年 
1月にはクレジットカードも発行いたしました。

全国のローソンの店舗、ローソン銀行ATM、マ
チの皆さま、マチのお店、そして地域の金融機関
の皆さまを、私たちはもっともっとつなげていき
ます。そしてその先に、マチの暮らしとおカネの
関係をもっと心地よく、快適にする、そんなサー
ビスを新しい形で提供していきます。 

私たちは、いつでも、どこでも、誰もが簡単に使
える「コンビニ・バンキング」を、まっすぐに目指し
てまいります。 

2019年7月 

ごあいさつ

代表取締役会長 代表取締役社長
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ごあいさつ

開業して以来、多くの方に「なぜ今、銀行を開業
するのか」というご質問をいただきました。
私たちは銀行営業免許を取得して事業を展開いた
しますが、これまでの銀行業とは異なる、近年の
技術革新の成果やお客さまのニーズの変化を踏
まえた新しい金融サービスを提供していきたい
と考えています。お客さまの生活に密着した身近
な金融サービスをご提供するためには、お客さま
に信頼していただくことが何より重要です。今、
さまざまな業態の事業者が金融サービスに参入
していますが、お客さまの多様化するニーズや行
動にマッチする金融サービスにはまだまだ十分
に成長の余地があり、銀行としてできることは多
くあると考えております。

私たちは2016年11月に銀行設立のための準
備会社を設け、２年間程度の準備期間を経て、
2018年8月に銀行営業免許を取得、同年7月に
商号を「株式会社ローソン銀行」に変更いたし
ました。また、この間、同年6月には旧ローソン・
エイティエム・ネットワークスのATM事業を吸収
分割の形で承継しております。同年9月10日に
銀行として開業し、同年10月15日からお客さま
向けの銀行サービスの提供を開始いたしました。

当行はATM事業とリテール事業の二つの事業で
構成しています。開業初年度となる2018年度に
ついては、基盤となるATM事業をしっかりと強化

しつつ、預金口座やインターネットバンキングの
開始に加えて、2019年1月からクレジットカード
を発行するなど、リテール事業を着実にスタート
させることができました。また、今後数年をめどに
ATM事業を基盤とする新たな決済手段や、お客
さまの生活を便利にする金融サービスを展開し
ていくことが経営課題の一つと認識しており、
まずまずのスタートを切れたと考えております。

個別の事業をもう少し見ていきますと、ATM事
業については、旧ローソン・エイティエム・ネット
ワークスから引き継いだ事業資産を安定的に定
着・拡大させるとともに、“みんなと暮らすマチ”
を活性化するための大切なパートナーとして、金
融機関の皆さまとの連携の強化にも力を入れて
まいりました。

この結果、ATMの提携金融機関数についてはノ
ンバンクのお客さまを中心に直接提携が拡大い
たしました。金融機関との連携については、まず、

勝山市ジオターミナルATMテープカットセレモニー（2019年3月）

なぜ今、銀行を開業するのか

開業初年度の状況

ATM事業
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福井銀行と福井県立恐竜博物館の隣接施設に
2019年3月にATMを共同で設置いたしました。
このATMは上部に両行の行名を併記したもの
で、当行が地域金融機関と共同でATMを設置
した初めてのケースとなりました。また、農林中
央金庫とは、農業協同組合や信用農業協同組合
連合会が希望するJAバンクATMについて、当
行ATMへの代替設置を進めることについて
2019年1月に合意いたしました。2019年度か
ら、具体的な代替設置を進めてまいります。金融
機関にとっては、ATMや店舗網の合理化・効率
化など、コスト削減や商品提供チャネルの拡大
が課題の一つとなっていると認識しております
ので、今後も課題解決に一緒に取り組んでまい
ります。

リテール事業については、2018年10月から開始
したお客さまへの預金については、幅広い年代
のお客さまからお申込みいただくとともに、都市
部だけではなく多くの地方のお客さまも口座を
開設してくださいました。この結果、2019年3月
末には28,177口座となりました。また、2019
年1月にはクレジットカード「ローソンPontaプラ
ス」を発行いたしました。このカードはローソン店
舗でのご利用で共通ポイントサービス「Ponta」
をご提供するもので、ローソンのお店でポイント
が貯まるほかのローソングループのカードよりも
ポイント還元率が高いのが特長です。2019年4月
からはポイントプログラムをさらに強化し、積極
的に展開してまいります。

2019年度については、消費税増税に伴う政府
のキャッシュレス決済推進施策が本格化するな
ど、私たちを取り巻く環境は大きく変化すること
が予想されます。ATM事業については、金融機
関からのATM運営委託、代替設置ニーズにしっ
かりとお応えしてまいります。リテール事業につ
いては、ローソンのお店でのキャッシュレス決済
の手段ともなるクレジットカードを積極的に展開
するとともに、新しい商品やサービスの開発にも
注力してまいります。さらに、社会のキャッシュレ
ス決済の流れにローソン銀行としてしっかりと対
応するため、ATM事業を基盤としたキャッシュレ
ス決済の仕組みの構築に取り組むなど、将来へ
の布石をしっかりと打ってまいります。

「コンビニ・バンキング」の実現に向けて、ローソ
ン銀行の社員一同、さらなる努力を重ねてまいり
ます。お客さまをはじめとするステークホルダー
の皆さまのご支援をどうぞよろしくお願いいたし
ます。

リテール事業

2019年度に向けて
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事業内容 ATM事業

ローソングループが17年にわたって築いてきたATM事業の実績とノウハウ、提携する金融機関の皆さ
まとの共存共栄の精神を引き継ぎ、ローソン銀行ATMを利用するお客さまにさらなる利便性をご提供
してまいります。

“みんなと暮らすマチ”を幸せにするために、金融機関の皆さまは私たちの大切なパートナー。2018年
度は、金融機関の皆さまとの連携の強化に力を入れてまいりました。これからも、提携金融機関の皆さ
まのコスト削減や商品提供チャネルの拡大といった課題解決に一緒に取り組んでまいります。

金融機関の皆さまのパートナーとして

当行と農林中央金庫は、JAバンクへの共同ATMの設置について2019年1月に合意いたしました。これに基づき、2019年度
から、JAバンクが全国に展開する11,848台（2019年3月末現在）のATMを対象として、農業協同組合（JA）や信用農業協同
組合連合会（信農連）が希望するATMについて、ローソン銀行ATMへの代替設置を進めてまいります。

これは、2019年度から始まるJAバンク中期戦略に沿ったもので、ATMの設置・運営にかかるさまざまな負担軽減を図りつつ、
お客さまの利便性は維持したいとするJAや信農連のニーズにお応えする取り組みとなります。当行では、JAや信農連のニー
ズに丁寧に対応しながらATMの代替設置を進めてまいります。

JAバンクへのATMの代替設置

当行は、株式会社福井銀行と福井県立恐竜博物館に隣接する施設にATM1台を共同設
置し、2019年3月からサービスを開始いたしました。上部に両行の行名が併記された
ATMを博物館に隣接する勝山市ジオターミナルに設置したもので、地域金融機関と共
同でATMを設置した初めての案件となりました。

恐竜博物館は、近年、累計入館者数が毎年度80万人を超え、海外からのご来場者も大
変多くなっています。海外で発行されたカードにも対応するATMの設置により、福井銀
行をはじめ国内の金融機関が発行したカードをお持ちのお客さまはもとより、訪日外国
人のお客さまの利便性向上にも貢献いたします。

福井銀行とのATMの共同設置

勝山市ジオターミナルに
共同設置したATM
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47都道府県のローソン店舗などに設置のローソン銀行ATMを通じて、提携金融機関など全国の金融
機関のキャッシュカードによるお取引き、および、多くのクレジットカードやローンカードによるキャッシン
グなどにご利用いただけます。
当行では、ローソンの店舗戦略と連携しながら、ATMネットワークの拡充に努めてまいります。

地域に密着したローソン銀行ATMネットワーク

※JAバンクおよびJFマリンバンクは、業態としてそれぞれ一つとしています。

ローソン銀行ATM設置台数
（2019年3月末）

13,476台
北海道

645台

東北

1,134台

関東

4,239台

沖縄

228台

近畿

2,343台

四国

616台

九州

1,301台

中部

2,143台

中国

827台

地域別
ATM台数

提携金融機関等数
（2019年3月末）

113社

ローソン銀行では、
全国の各種金融機関との
ATM提携を拡大しています。
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ローソン銀行ATMの特長

事業内容 ATM事業

ローソン銀行ATMは、お客さまがよく使う取引きの機能に絞込み、利便性とセキュリティ面に考慮した
機能を搭載しています。当行では、安全性、操作性を向上させた新型機への入れ替え・導入を計画的に
進めています。

当行では、お客さまの利便性の向上を図るため、ローソンの店舗以外の場所に
もATMを設置しています。
2018年10月に新千歳空港（北海道千歳市）に海外発行カード対応ATM2台を
設置したのを皮切りに、東京地下鉄株式会社（東京メトロ）の駅構内や、株式会
社ライフコーポレーションのスーパーマーケット「ライフ桜新町店」（東京都世田
谷区）などに設置いたしました。

セカンドディスプレイ
ATMサービスに関するご案内を表示いたします。

1

サイドパネル
左右からの覗き見を防止するためのついたてを設置しています。

2

後方確認ミラー
ご利用時に後方を確認できるミラーを設置しています。

3

操作画面
視野角フィルターを設置し、斜め横から操作中の画面が見えに
くい工夫をしています。

4

ガイドフォン
24時間対応のATMセンターがお客さまのお問い合わせに対応
します。目の不自由な方にもご利用できるよう音声ガイダンス
によるお取引きに対応しています。 

5

テンキー
暗証番号・取引金額の入力操作が周囲から見えにくい位置に
配置しています。

6

カード・明細票取り出し口
カード・明細票を一括で返却します。

7

LEDランプ
カード、現金の返却時の取り忘れ防止のため、LEDランプを搭
載しています。

8

1

4

7

8

5

2

3

6

ローソン銀行ATM新型機

ローソン店舗以外へのATM設置

9 ローソン銀行 ディスクロージャー誌2019



当行は2018年10月15日よりお客さまへの銀行サービスを開始いたしました。
個人のお客さまを対象とする預金口座は、ローソン銀行ATMやインターネットバンキングサービスを通
じてお取引きいただけます。2019年1月にはクレジットカード「ローソンPontaプラス」も発行しました。
将来的には新たな決済や生活を便利にするような金融商品・サービスを展開することで、「お客さまに
いちばん近い銀行」の実現を目指してまいります。

事業内容 リテール事業

個人のお客さまへの銀行サービス

カードご利用で共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を加算する、入会費・年会費ともに無料のクレジットカードで、ローソン
グループが発行するカードのなかで、ローソンご利用時のPontaポイント還元率が最も高いことが特長です。
ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100でご利用の場合、クレジットカードでのお支払い100円（税抜）につき、「お
買上げポイント」としてPontaポイントを2ポイント加算いたします。
さらに、毎月のカードご利用金額に応じてポイントを加算する「スペシャルステージプログラム（注）」をご用意しており、100円

（税抜）につき最大4ポイント（「お買上げポイント2ポイント」＋「ステージポイント2ポイント」）加算いたします。
このカードはPontaカード一体型カードとなっており、ほかのPonta提携店舗にて、Pontaカードとしてもご利用いただくこと
ができます。

（注）ローソンPontaプラスでのショッピングご利用金額（1ヵ月間）に応じてお客さまのステージ判定を行います。判定後のステージは翌月からの適用となります。

※ お買上げポイント・ステージポイントは、いずれもご利用金額100円（税抜） 
ごとの加算ポイントとなります。

※ 小数点以下のポイントは切捨てとなります。このため「★★（2STAR）」の 
ステージポイントは200円（税抜）につき１ポイントとなります。

※ スペシャルステージプログラムおよび各ポイントについて詳しくは、「商品 
概要説明書」をご確認ください。

＜ご注意＞
スペシャルステージプログラムでは、ステージ判定の対象外となる取引きや
ポイント加算の対象外となる取引きがあります。

ステージ判定基準と
各ステージで加算されるPontaポイント数

クレジットカード「ローソンPontaプラス」の
ウェブサイト（左上）と券面イメージ（右下）

クレジットカード「ローソンPontaプラス」
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事業内容 リテール事業

当行のキャッシュカードは、全国のローソン銀行ＡＴＭで原則24時間365日ご利用いただけます （システムメンテナンスの時
間帯を除く）。 
7時～19時の間はATM取扱手数料が無料です。土日祝日も平日の手数料と変わらずご利用いただけます。

ローソン銀行キャッシュカード券面イメージ

ローソン銀行ATM ローソン銀行ダイレクト コールセンター

お取引き ・ご入金、お引出し、残高照会
・お振込み

・お振込み
・定期預金のお預入れなど お客さまサポートセンター

受付時間：平日9時～20時／
　　　　 土日祝日9時～17時（年中無休）
・各種お問い合わせ

喪失受付センター
受付時間：24時間365日（年中無休）
・キャッシュカードなどの紛失・盗難

お手続き ・暗証番号の変更

・Eメールアドレスの登録・変更
・住所・連絡先変更
・各種取引・支払限度額変更
・キャッシュカード再発行　など

【いつでもどこでもご利用いただけるローソン銀行口座】

普通預金
お取引きの基本となる口座です。個人（個人事業主を含む）のお客さまがご利用の
対象となり、ローソン銀行ATMまたは振込などの方法により、随時、お預入れ、お引
出しいただけます。

定期預金
お預入れ期間が1ヵ月から10年（注）の間でお選びいただける「スーパー定期」、お預入れから1年経過後に自由に満期日を決め
られる、最長3年間の「期日指定定期預金」をご用意しております。

普通預金・定期預金

ローソン銀行ATM

ローソン銀行ダイレクトアプリ

当行の普通預金口座を開設後、ホームページから初回登録をしていただくと、ロー
ソン銀行ダイレクトをご利用いただけます。ローソン銀行ダイレクトでは、パソコンや
スマートフォンから各種お取引きやお手続き、サービスのお申込みなどをご利用いた
だけます。また、スマートフォンでご利用いただける「ローソン銀行ダイレクトアプリ」
も提供しております。

インターネットバンキング「ローソン銀行ダイレクト」

※2019年3月31日現在、法人口座の開設は提携先企業さま以外は受け付けておりません。

（注）「スーパー定期」のお預入れ期間は、単利型が1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年（1ヵ月超2年未満で満期日を指定することも可能です）、複利型が3年から10年
の間でお選びいただけます。
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銀行としてのサービスを開始するにあたり、金融犯罪を防ぎ、お客さまに安心してお取引きいただくた
め、さまざまな対策に取り組んでいます。

インターネットでのお取引きに対するセキュリティ
スマートフォンやパソコンでインターネットバンキング「ローソン銀行ダイレクト」を安全にご利用いただくため、SSL（セキュ
ア・ソケット・レイヤー）128bit暗号化通信、24時間365日のアクセス監視、無償でのセキュリティソフト、Rapport（ラポー
ト）の提供、なりすまし対策の実施などに取り組んでおります。

ローソン銀行ATMのセキュリティ
ローソン銀行ATMには、記録用カメラ、ATMセンター直通のガイドフォンなどの設置のほか、セキュリティ対策のためにさ
まざまな機能を装備しています。また、振り込め詐欺の被害を防止するため、お振込みの際には画面表示で注意喚起も
行っております。

お客さまに安心してお取引きいただくために

当行では、共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリ
ティ　マーケティングとポイントサービスおよびロイヤリティプログラムの提供に
ついて提携し、流通・金融・ポイントの連携により、日常生活での利便性が高まる
サービスを展開してまいります。

お客さまの当行の口座から、証券会社、FX会社などのお取引口座への入金が行えるサービスです。
2019年3月31日現在利用可能な提携企業は、外為ファイネスト株式会社、ヒロセ通商株式会社、JFX株式会社の3社です。

ポイントサービス

ネット入金サービス

商品やサービスの詳細については、ローソン銀行のホームページ（https://www.lawsonbank.jp/) をご参照ください。
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当行の態勢について

銀行としてのサービスの提供を支える経営管理・内部管理態勢を整えています。

コーポレートガバナンス
当行は、法令に則り、監査役会設置会社を選択しております。また、執行役員制度を導入し、執行役員を主な構成員とす
る経営会議に業務執行権限を一部委譲することで、経営における重要事項に関する意思決定および執行監督機能と日
常業務に関する意思決定および執行機能を分離し、それぞれの機能およびガバナンスを強化するとともに、意思決定の
迅速化・効率化を図っています。

■ 取締役会
5名の取締役（うち常勤取締役3名）で構成し、このうち3名は当行取締役就任前に銀行業務に関与した経験を有す
るなど、銀行の経営機能を十分に発揮できる能力を有する者で構成しています。原則月1回開催し、経営に関する重
要事項を審議・決議しています。

■ 監査役会
常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成し、原則月1回開催し、監査に関する重要事項を審議・決議しています。代表取締
役は監査役会と定期的に会合をもち、意見交換を行い、相互に認識を深めるようにしています。また、監査役は内部監査部
および会計監査人との連携体制を確保するため、関係する情報を交換するなどの協力関係を構築しています。

■ 経営会議
日常業務に関する意思決定および執行機関として、原則週1回開催しています。また、経営において重要な領域のガ
バナンスを強化するため、任意設置の委員会として、ALM委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会を設
置しています。

内部統制基本方針
当行は、会社法および会社法施行規則に則り、業務の適正を確保するための体制の整備に係る方針として、取締役会決
議により「内部統制基本方針」を定めております。

会計監査人
会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を受けております。

内部監査
当行では、業務の健全性・適切性を確保するため、業務執行部署から独立した社長直轄の組織として内部監査部を設置
しております。内部監査部は、内部監査の基本事項を定めた「内部監査方針」を整備して、取締役会の承認を受けた年度
監査計画に基づいて内部監査を実施し、ガバナンス・プロセス、リスク管理体制および内部統制の適切性・有効性を検
証の上、その結果を社長、ならびに取締役会および監査役会に報告しております。

コンプライアンス
当行は、法令等遵守態勢の整備・確立が金融機関の業務の健全性および適切性を確保するための最重要課題の一つであると認識
しています。経営方針に基づいて策定したローソン銀行行動憲章等を踏まえつつ、法令等遵守に係る基本姿勢を定めた「法令等遵
守方針」、具体的な取り組みを定めた「法令等遵守規程」等を整備しております。また、役職員が法令等遵守を実践するための「コン
プライアンス・マニュアル」、具体的な実践計画としての「コンプライアンス・プログラム」を整備し、コンプライアンスの徹底を
図っております。また、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を重要課題と位置づけており、「マネー・ローンダリン
グ等の防止に関する方針」、「マネー・ローンダリング等の防止に関する規程」を整備し、対応を行っております。

中小企業の経営の改善および地域の活性化のための取り組みの状況

当行では中小企業向け貸出は取り扱っていないため、該当ありません。
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当行は、リスク管理を業務の健全性・適切性の確保のための最重要課題と位置づけ、取締役会での決議を受け
た「リスク運営方針」のもと、個別のリスク管理に関する規程などを制定し、業務を遂行しています。「リスク運
営方針」では、業務戦略の遂行に際して、取締役会などが統制する範囲でリスクをとることをリスク管理・運
営の基本とし、すべてのリスクを特定・認識、評価・計測、制御、監視・報告することによって、リスクに見合っ
た収益の安定的計上・適正な資本構成の達成・資源の適正配分などの基盤を提供することを基本方針として
います。

■リスクカテゴリー
「信用リスク」、「市場リスク」、「資金流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」の4つのリスクを特定し、さらに、「オ
ペレーショナルリスク」を「事務リスク」、「情報資産リスク」、「有形資産リスク」、「人材リスク」、「法的リスク」、「評判
リスク」の6つのサブカテゴリーに分類して管理しています。

■リスク管理態勢の概要
リスク管理・運営に関する適切な管理態勢の整備・確保に関する重要な事項を審議するため、経営会議の諮問機関として
リスク管理委員会、ALM委員会を設置しています。また、オペレーショナルリスクのうち、情報資産リスク（情報管理）、法的
リスクはコンプライアンス委員会にて審議しております。総合リスク管理・運営の担当部署として総合リスク管理部を設
置し、各リスクと横断的な統合的リスクの管理を行い、各委員会および取締役会、経営会議などに報告しております。

リスク管理委員会 ALM委員会 コンプライアンス委員会

コンプライアンス・リスク統括が委員長
を務め、主としてオペレーショナルリス
クに関する運営、管理方針、管理体制
や管理の状況、危機管理に関する重要
事項などについて審議しています。

財務主計統括が委員長を務め、資産、
負債、資本運営に関する重要事項の
審議と合わせて、信用リスク、市場リ
スク、資金流動性リスクの運営・管理
などを審議しています。

コンプライアンス・リスク統括が委員
長を務め、コンプライアンスに関する
重要事項の審議と合わせて、情報資
産リスク（情報管理）、法的リスクの
管理などを審議しています。

リスク管理

株主総会
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新 し い 銀 行 を つ く る 取 り 組 み

役員構成
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取 締 役

代表取締役会長 岩下 正

代表取締役社長 山下 雅史

取締役 鶴田 直樹

取締役（非常勤） 熊谷 智

取締役（非常勤） 茂木 隆治

 

監 査 役

監査役 川村 優

監査役（非常勤） 中庭 聡

監査役（非常勤） 髙橋 敏夫

監査役（非常勤） 原澤 敦美

 

執 行 役 員

執行役員 山下 雅史 代表取締役社長　兼　法人営業統括　兼　経営管理統括

執行役員 鶴田 直樹 CFO　兼　財務主計統括

執行役員 吉良 真 法人営業統括補佐

執行役員 藤井 美穂 経営企画統括

執行役員 潮見 浩一 ATM事業統括

執行役員 堀江 保宏 事務・システム統括

執行役員 秋山 修 法人営業部長

執行役員 松山 恵介 リテール事業統括

執行役員 髙木 文隆 デジタル金融事業部長

執行役員 田中 健晴 コンプライアンス・リスク統括

 （2019年7月1日現在）



新 し い 銀 行 を つ く る 取 り 組 み

新しくて良い銀行を創るため、
社員全員参加型のさまざまな活動を行ってきました。

当行は、金融やさまざまな事業会社などで知識・経験を積んだ、少人数ながら極めて多様性に富んだ社
員の集団です。その強みを活かし、新しくて良い銀行を創るため、2016年11月の準備会社の設立から
開業までの約2年間、企業理念、ビジョン、行動指針をはじめ、ブランドロゴやキャッシュカードのデザイ
ンなど、社員全員がアンケートやディスカッションに参加して進めてきました。
2018年度は銀行開業に向けて、コーポレートアイテムをデザインする「Lawson Bank Sty le 
Project」、また、社員一人ひとりが目指す「コンビニ・バンキング」を考え、共有していく「私のコンビニ・
バンキングプロジェクト」の二つのプロジェクトを立ち上げ、ローソン銀行はどうあるべきかをディスカッ
ションしてきました。プロジェクトを通じて考えた「ローソン銀行らしさ」を名刺などのデザインに反映す
るとともに、みんなが語ったキーワードを「ローソン銀行パネル」にデザインしました。
また、銀行開業後は、仕事の進め方、お客さまからのお声の活用、新しい商品やサービスの開発プロセ
スなどをテーマにした社内横断的なプロジェクトへの社員の参加を呼びかけ、活発な議論を行うなど、
多様性を活かした社員参加型の活動に継続して取り組んでいます。
お客さまが求めるものが多様であるように、私たちもこの多様性を大切にして、一つの型にはまること
なく、お客さま目線でこれからのサービスを考え、「お客さまにいちばん近い銀行」を目指してまいります。

事業計画の策定プロセスに
おいて、全社員参加のディス
カッションを実施。社員一人
ひとりが考える「コンビニ・バ
ンキング」について、社長と
の間で活発な議論を行って
います。

「ローソン銀行パネル」の左下から中央の銀行開業にかけてはローソン銀行の「こ
れまで」を表現しています。パネルの右にある未来、そして空には、社員の言葉をグ
ラフィカルに表現しています。プロジェクトで寄せられた社員のメッセージの要素を
抽出した、社員全員でつくりあげたい、ローソン銀行の「これから」です。
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事業の成果
　当行は、親会社である株式会社ローソン（以下「ローソン」）及びその関係会社で構成するローソン
グループにおいて、金融サービス関連事業を展開するローソンの連結子会社として、全国のローソン店
舗などに設置するローソン銀行ATMを通じて、提携金融機関など全国の金融機関のカードによるお取
引きなどのATMサービスを提供しております。
　また、普通預金や定期預金、インターネットバンキング、クレジットカードなどの銀行サービスを提
供しております。
　当行は、2018年８月10日に銀行免許を取得、2018年９月10日に銀行として開業し、2018年10月
15日からお客さまへの銀行サービスを開始いたしました。
　その間、2018年６月１日には、株式会社ローソン・エイティエム・ネットワークス（以下「ローソ
ン・エイティエム・ネットワークス」）から吸収分割によってATM事業を承継、全国のローソン店舗
などに設置された13,476台（2019年３月31日現在）の当行ATMを通じ、提携金融機関などのお客さ
まに入出金サービスの提供を開始いたしました。ATM事業における提携金融機関数は2019年３月31
日現在、113社となっております。また、企業理念「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」
に基づき、地域金融機関のお客さまと一緒に“マチ”の活性化に取り組むことを目指し、地域金融機関の
お客さまの商品提供チャネルの拡大やコスト削減などの課題解決のお役に立つような取り組みに力を
入れてまいりました。当事業年度は、株式会社仙台銀行、株式会社大分銀行、株式会社福島銀行などと
連携し、各行のキャッシュカードをお持ちのお客さま向けに、当行ATMのご利用でローソン店舗での
商品の購入が割引きとなるクーポンを発行いたしました。株式会社福井銀行とは、福井県立恐竜博物館
に隣接する施設内にATM1台を共同で設置し、2019年３月からサービスを開始いたしました。地域金
融機関と共同でのATM設置はこれが初めてです。
　2018年10月から開始した銀行サービスについて、当行ATMやインターネットバンキングサービス
を通じてご利用いただける個人のお客さまを対象とした預金口座の数は、2019年３月31日現在、
28,177口座となりました。2019年１月には、ローソン店舗などでのご利用で、株式会社 ロイヤリテ
ィ マーケティングが提供する共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を加算するクレジットカード
「ローソンPontaプラス」を発行いたしました。当行では、新たな決済や資産形成を支援する商品、生
活に必要な金融サービスを展開することで、「お客さまに一番近い銀行」の実現を目指してまいりま
す。
　以上のような事業経過のもと、当事業年度の損益については、経常利益188百万円、当期純利益5百
万円を計上いたしました。
　財政状態については、資産は現金預け金が3,197億円、総資産は3,856億円となりました。負債は、
ATM事業の運転資金としてシンジケートローンなどの資金調達により、借用金は2,800億円となりま
した。また、ローソン・エイティエム・ネットワークスのATM事業を吸収分割したことにより、資本
金及び資本剰余金は232億円と自己資本を拡充いたしましたが、開業費用などとして計上した繰越損失
等を差し引き、純資産は211億円となりました。
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主要経営指標等
（単位：百万円）

2019年3月期
業務粗利益 19,638 (13,958)
経常収益 26,173 (18,686)
経常利益又は経常損失（△） 188 (△264)
当期純利益又は当期純損失（△） 5 (△234)
資本金 11,600
発行済株式総数（普通株式） 40,000株
純資産額 21,151
総資産額 385,664
預金残高 14,840
貸出金残高 0
有価証券残高 －
１株当たり純資産額 528,792円36銭
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） 158円52銭 (△5,855円40銭)
単体自己資本比率（国内基準） 10.13％
配当性向 －
従業員数 143人

（注）1．(　）内に銀行業務開始後の計数を記載しております。銀行開業は2018年9月10日ですが、2018年9月1日から2019年3月31日までの7ヶ月分の業績を記載
しております。

2．｢単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどう
かを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号）に基づき算出しております。

3．従業員数は、執行役員、受入出向者を含み、派遣社員を含んでおりません。
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財務諸表
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貸借対照表
（単位：百万円）

2019年3月期末
（2019年3月31日）

(資産の部）
現金預け金 319,744

現金 281,405
預け金 38,338

貸出金 0
当座貸越 0

ATM仮払金 25,519
その他資産 9,731

前払費用 900
未収収益 250
その他の資産 8,579

中央清算機関差入証拠金 5,000
有形固定資産 16,879

建物 170
リース資産 16,548
その他の有形固定資産 160

無形固定資産 13,793
ソフトウェア 13,626
ソフトウェア仮勘定 166

貸倒引当金 △3
資産の部合計 385,664
(負債の部）
預金 14,840

普通預金 14,600
定期預金 238
その他の預金 2

借用金 280,000
借入金 280,000

ATM仮受金 55,818
その他負債 13,681

未払法人税等 328
未払費用 1,752
リース債務 11,186
その他の負債 413

賞与引当金 172
負債の部合計 364,512
(純資産の部）
資本金 11,600
資本剰余金 11,600

資本準備金 11,600
利益剰余金 △2,048

利益準備金 －
その他利益剰余金 △2,048

繰越利益剰余金 △2,048
株主資本合計 21,151
純資産の部合計 21,151
負債及び純資産の部合計 385,664

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書
（単位：百万円）

2019年3月期

( 2018年4月　1日から
2019年3月31日まで )

経常収益 26,173
資金運用収益 △20

貸付金利息 0
有価証券利息配当金 △0
コールローン利息 △1
預け金利息 △20
その他受入利息 1

役務取引等収益 26,175
受入為替手数料 1
ATM受入手数料 25,990
その他の役務収益 183

その他業務収益 0
国債等債券売却益 0

その他経常収益 18
その他の経常収益 18

経常費用 25,985
資金調達費用 641

預金利息 0
コールマネー利息 0
借入金利息 330
その他の支払利息 310

役務取引等費用 5,875
支払為替手数料 1
ATM設置支払手数料 2,635
ATM支払手数料 3,196
その他の役務費用 41

その他業務費用 0
国債等債券売却損 0

営業経費 19,383
その他経常費用 84

貸倒引当金繰入額 3
その他の経常費用 80

経常利益 188
特別利益 10

その他の特別利益 10
特別損失 16

固定資産処分損 16
税引前当期純利益 182
法人税、住民税及び事業税 172
法人税等調整額 4
法人税等合計 176
当期純利益 5

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
2019年3月期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益剰余金
当期首残高 500 500 △2,054 △1,054 △1,054
当期変動額

吸収分割による増加 11,100 11,100 － 22,200 22,200
当期純利益 － － 5 5 5
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 11,100 11,100 5 22,205 22,205
当期末残高 11,600 11,600 △2,048 21,151 21,151

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

2019年3月期

( 2018年4月　1日から
2019年3月31日まで )

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 182
減価償却費 4,271
貸倒引当金の増減（△） 3
賞与引当金の増減（△） 72
資金運用収益 20
資金調達費用 641
固定資産売却損益（△） 16
貯蔵品の増減（△） △105
ATM未決済資金の純増減（△） 30,298
預金の純増減（△） 15,181
資金運用による収入 △20
資金調達による支出 △641
借用金の純増減（△） 283,200
リース債務の返済による支出 △4,031
その他 △5,510
　小計 323,240
法人税等の支払額 △5
消費税等の還付 538

営業活動によるキャッシュ・フロー 323,813
Ⅱ　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 △5,504
有価証券の売却・償還による収入 5,504
有形固定資産の取得による支出 △109
無形固定資産の取得による支出 △6,763

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,872
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー －
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －
Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 316,900
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,120
Ⅶ　吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 723
Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 319,744

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（注）銀行開業は2018年9月10日ですが、損益計算書・株主資本等変動計算書・キャッシュ・フロー計算書は、2018年9月1日から2019年3月31日までの7ヶ月分の実
績を記載しております。

銀行業務開始後　財務諸表（2018年9月1日～2019年3月31日）
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銀行業務開始後　貸借対照表
（単位：百万円）

2019年3月期末
（2019年3月31日）

(資産の部)
現金預け金 319,744

現金 281,405
預け金 38,338

貸出金 0
当座貸越 0

ATM仮払金 25,519
その他資産 9,731

前払費用 900
未収収益 250
その他の資産 8,579

中央清算機関差入証拠金 5,000
有形固定資産 16,879

建物 170
リース資産 16,548
その他の有形固定資産 160

無形固定資産 13,793
ソフトウェア 13,626
ソフトウェア仮勘定 166

貸倒引当金 △3
資産の部合計 385,664
(負債の部)
預金 14,840

普通預金 14,600
定期預金 238
その他の預金 2

借用金 280,000
借入金 280,000

ATM仮受金 55,818
その他負債 13,681

未払法人税等 328
未払費用 1,752
リース債務 11,186
その他の負債 413

賞与引当金 172
負債の部合計 364,512
(純資産の部)
資本金 11,600
資本剰余金 11,600

資本準備金 11,600
利益剰余金 △2,048

利益準備金 －
その他利益剰余金 △2,048

繰越利益剰余金 △2,048
株主資本合計 21,151
純資産の部合計 21,151
負債及び純資産の部合計 385,664

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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銀行業務開始後　損益計算書
（単位：百万円）

2019年3月期

( 2018年9月　1日から
2019年3月31日まで )

経常収益 18,686
資金運用収益 △20

貸出金利息 0
有価証券利息配当金 △0
コールローン利息 △1
預け金利息 △20
その他受入利息 1

役務取引等収益 18,689
受入為替手数料 1
ATM受入手数料 18,685
その他役務収益 2

その他業務収益 0
国債等債券売却益 0

その他経常収益 17
その他の経常収益 17

経常費用 18,951
資金調達費用 546

預金利息 0
コールマネー利息 0
借用金利息 327
その他の支払利息 218

役務取引等費用 4,164
支払為替手数料 1
ATM設置手数料 1,834
ATM支払手数料 2,287
その他の役務費用 41

その他業務費用 0
国債等債券売却損 0

営業経費 14,155
その他経常費用 84

貸倒引当金繰入額 3
その他の経常費用 80

経常損失（△） △264
特別利益 10

その他の特別利益 10
特別損失 13

固定資産処分損 13
税引前当期純損失（△） △268
法人税、住民税及び事業税 33
法人税等調整額 －
法人税等合計 33
当期純損失（△） △234

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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銀行業務開始後　株主資本等変動計算書
2019年3月期（2018年9月1日から2019年3月31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益剰余金
当期首残高 11,600 11,600 △1,814 21,385 21,385
当期変動額

当期純損失（△） － － △234 △234 △234
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 － － △234 △234 △234
当期末残高 11,600 11,600 △2,048 21,151 21,151

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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銀行業務開始後　キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

2019年3月期

( 2018年9月　1日から
2019年3月31日まで )

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△） △268
減価償却費 3,337
貸倒引当金の増減（△） 3
賞与引当金の増減（△） 65
資金運用収益 20
資金調達費用 546
固定資産売却損益（△） 13
貯蔵品の増減（△） △107
ATM未決済資金の純増減（△） 30,298
預金の純増減（△） 15,181
資金運用による収入 △20
資金調達による支出 △546
借用金の純増減（△） 280,000
リース債務の返済による支出 △2,724
その他 △5,499
小計 319,962
法人税等の支払額 △2

営業活動によるキャッシュ・フロー 319,959
Ⅱ　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 △5,504
有価証券の売却・償還による収入 5,504
有形固定資産の取得による支出 △65
無形固定資産の取得による支出 △3,116

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,182
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー －
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －
Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 316,777
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,966
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 319,744

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(重要な会計方針)
1. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定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　　５～６年
その他　　４～20年

(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５
年または10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・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「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」（日本公認会計士協会銀行等監査
特別委員会報告第４号 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、将来発生が見込まれる損失率を合理的に見積り、予想損失額に相当する額を計上しております。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、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資産監査部署が査定
結果を監査しております。

(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業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。

3. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」であります。

4. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更)
「『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。以下「税効果会計基準一部改正」という。）
を当事業年度から適用し、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注8）（評価性引当
額の合計額を除く。）及び同注解（注9）に記載された内容を追加しております。

注記事項
(貸借対照表関係)
1. 為替決済等の取引の担保として、中央清算機関差入証拠金5,000百万円を差し入れております。また、その他の資産には、保証金151

百万円が含まれております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 9,742百万円
3. 当座貸越契約（借手側）

当行においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行及び関係会社１社と当座貸越契約を締結しております。事業年度
末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

（単位：百万円）
当事業年度

(2019年３月31日)
当座貸越極度額総額 190,000
借入実行残高 20,000
差引額 170,000
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(株主資本等変動計算書関係）
発行済株式に関する事項 （単位：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

発行済株式

普通株式 20,000 20,000 － 40,000

合計 20,000 20,000 － 40,000
（注）普通株式の発行済株式数の増加20,000株は、㈱ローソン・エイティエム・ネットワークスのATM事業を当行が承継するために実

施した吸収分割に伴い、発行交付したものであります。

(キャッシュ・フロー計算書関係)
重要な非資金取引の内容

当事業年度に当行が吸収分割により㈱ローソン・エイティエム・ネットワークスより引き継いだ資産及び負債合計額は次のとおりであ
ります。また、吸収分割により増加した資本金及び資本剰余金はそれぞれ11,100百万円であります。

資産合計 32,982百万円
負債合計 10,782百万円

(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
（借主側）

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

有形固定資産
主としてATM等の備品であります。

2. リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当行は、預金、為替、ATM事業などの金融サービス事業を行っておりますが、資金調達・運用の両面において、積極的なリスク
テイクによる収益追求は行っておりません。
ATM充填金等の運転資金に充てるため、長期借入による資金調達を行っておりますが、金利などの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）を行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当行が保有する金融資産は、主としてATM事業を円滑に行うための現金預け金が大部分を占めております。また、有価証券取引
は現在行っておらず、リスクは限定的です。
当行の負債である預金や借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、これらは、一定の環境下で必要な資金を調達
できない場合など、流動性リスクに晒されております。
なお、デリバティブ取引は、現在は行っておりませんが、今後、主に金利の変動リスクに対するヘッジ手段として、限定的な金
利スワップ取引を行う場合があります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

当行は、「信用リスク管理方針」及びその下位規定である「信用リスク管理規程」に基づき、信用リスク管理に関する体制を
整備し運営しております。
市場業務に係る信用リスクに関しては、外部格付を基に、有価証券の発行体や市場取引の相手方のリスク評価を定期的に実施
し、また有価証券の時価の把握を定期的に行い、管理する体制を整備しております。

② 市場リスクの管理
(ⅰ) 市場リスク管理体制

当行では、フロントオフィス（取引実施部署）から独立した、ミドルオフィス（リスク管理部署）及びバックオフィス
（取引管理部署）を設置し、相互に牽制が働く体制としております。
また、ALM委員会を毎月開催し、市場・流動性リスクの管理・運営、及び資産・負債・資本運営に関する重要事項を審議
しております。
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(ⅱ) 市場リスクマネジメント
当行では、「市場リスク管理方針」及びその下位規定である「市場リスク管理規程」に基づき、市場リスク管理に関する
体制を整備し、市場リスクの状況や、運用限度枠及び損失限度枠に照らした適正性を、それぞれ日次で計測・確認し、コ
ンプライアンス・リスク統括へ報告するとともに、ALM委員会への報告を実施しております。

(ⅲ) 市場リスクに係る定量的情報
当行では、市場リスクの把握・管理のため、ベーシス・ポイント・バリュー（BPV）及びバリュー・アット・リスク（VaR）
を日次で把握・管理しております。
VaRの計測に当たっては、ヒストリカル・シミュレーション法（保有期間250日、観測期間250日、信頼水準99％）を採
用しております。ヒストリカル・シミュレーション法とは、現在のポートフォリオに対して、過去一定期間内で実際に起
きた市場変動をあてはめた場合に発生すると推定される損益をシミュレーションしてVaRを算出する手法です。
2019年3月31日現在における当行のVaRは、16百万円です。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当行では、「資金流動性リスク管理方針」及びその下位規程である「資金流動性リスク管理規程」に基づき、資金繰り管理、
資金流動性維持のための準備資産の管理などを行い、適正な資金流動性の確保に努めております。

(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。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2019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。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金預け金 319,744 319,744 －
(2) ATM仮払金 25,519 25,519 －

資産計 345,263 345,263 －
(1) 預金 14,840 14,840 －
(2) 借用金 280,000 277,986 △2,013
(3) ATM仮受金 55,818 55,818 －
(4) リース債務 11,186 11,116 △69

負債計 361,845 359,762 △2,083

(注1) 金融商品の時価の算定方法
資　産
(1) 現金預け金

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) ATM仮払金

未決済期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
負　債
(1) 預金

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、
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) 借用金
借用金は、元金の合計額を同様の契約において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) ATM仮受金
未決済期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(4) リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の契約において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており
ます。

(注2) 貸借対照表計上額の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3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度（2019年３月31日）

（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 38,338 － － － － －
ATM仮払金 25,519 － － － － －
合計 63,858 － － － － －
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(注4) 借用金、リース債務及びその他の有利子負債の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 14,803 18 5 2 10 －
借用金 20,000 180,000 80,000 － － －
ATM仮受金 55,818 － － － － －
リース債務 3,566 5,375 2,244 － － －
合計 94,188 185,393 82,249 2 10 －

(有価証券関係)
当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

（単位：百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

債券
国債 5,504 0 0

合計 5,504 0 0

(金銭の信託関係)
該当事項はありません。

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 271
未払事業税 54
未払費用 307
賞与引当金 52
開業費 75
その他 8

繰延税金資産小計 770
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △271
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △498

評価性引当額小計 △770
繰延税金資産合計 －

2. 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要な項目別の
内訳
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の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、注記を省略して
おります。

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度（2019年３月31日）

（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 合計

税務上の繰越欠損金
（＊1） － － － － － 271 271
評価性引当額 － － － － － △271 △271
繰延税金資産 － － － － － － －
(＊1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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(企業結合等関係)
事業の譲受
1. 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及び事業の内容

事業の名称
㈱ローソンの連結子会社である㈱ローソン・エイティエム・ネットワークスのATM事業
事業の内容
ローソン店舗などに設置しているATMを通じた、提携金融機関のキャッシュカードによる取引、クレジットカード・ローンカー
ドによるキャッシング等のサービスの提供

(2) 企業結合日
2018年６月１日

(3) 企業結合の法的形式
㈱ローソン・エイティエム・ネットワークスを分割会社、当行を承継会社とする吸収分割

(4) 結合後企業の名称
ローソンバンク設立準備㈱（2018年７月２日付で㈱ローソン銀行に商号変更）

(5) その他取引の概要に関する事項
㈱ローソン・エイティエム・ネットワークスが保有するATMネットワーク及びそれを利用して展開するATM事業を当行に統合
し、銀行として、新たな金融サービス事業へと拡大・発展させるものであります。

2. 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引と
して会計処理しております。
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(関連当事者情報)
1. 親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)

割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社 ㈱ローソン 東京都
品川区 58,506

コンビニエンスストア
「ローソン」の

フランチャイズチェーン展開
(被所有)
直接95％

ATM設置
役員の
兼任等

預金 － 預金 11,426
ATM設置支払
手数料の支払
(注 1)

2,634 － －

普通株式の交付
(注 2) 21,090 － －

借入の被保証
(注 3) 130,000 － －

保証料の支払
(注 4) 6 － －

親会社の
親会社 三菱商事㈱ 東京都

千代田区 204,446 総合商社 (被所有)
間接95％

借入の
被保証

借入の被保証
(注 5) 150,000 － －

保証料の支払
(注 4) 8 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1. ATM設置支払手数料は、市場価格等を勘案して決定しております。

2. 普通株式の交付は㈱ローソン・エイティエム・ネットワークスのATM事業を当行が承継するために実施した吸収分割に伴い、発行交付したものであります。
3. シンジケートローンに係る債務の保証となります。
4. 保証料の支払は市場価格等を勘案して決定しております。
5. 三菱商事フィナンシャルサービス㈱からの借入に係る債務の保証となります。
6. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 兄弟会社等
（単位：百万円）

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)

割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社の
子会社

㈱ローソン・
エイティエム・
ネットワークス

東京都
品川区 3,000 ATM事業 なし 事業の承継

継承資産 32,982 － －
継承負債 10,782 － －

差引純資産額 22,200 － －
親会社の
親会社の
子会社

三菱商事
フィナンシャル

サービス㈱
東京都

千代田区 2,680
三菱商事、三菱商事

グループの財務、経理、
審査サービスの受託

なし 資金の借入 資金の借入 150,000 借用金 150,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 当行は、2018年６月１日、㈱ローソンの連結子会社である㈱ローソン・エイティエム・ネットワークスのATM事業を吸収分割により承継し、新たに普通株
式20,000株を発行、うち19,000株を㈱ローソンに交付致しました。

3. 吸収分割契約の締結に際し、吸収分割にかかる資産、負債及び取得の対価については、第三者による評価を踏まえて簿価で引き継いでおります。
4. 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

3. 親会社情報
(1) ㈱ローソン（東京証券取引所一部に上場）
(2) 三菱商事㈱（東京証券取引所一部に上場）

(１株当たり情報に関する注記)
1. １株当たりの純資産額 528,792円36銭
2. １株当たり当期純利益金額 158円52銭
（注）1. 潜在株式調整後１株当たりの純資産額及び1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たりの純資産額及び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。
（単位：百万円）

純資産の部の合計額 21,151
普通株式に係る当期末の純資産額 21,151
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 40,000株

普通株式に係る当期純利益金額 5
普通株式の期中平均株式数 36,658株
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損益の状況
部門別損益の内訳

（単位：百万円）
2019年3月期

国内業務部門 国際業務部門 合計
資金運用収支 △566 － △566

資金運用収益 △20 － △20
資金調達費用 546 － 546

役務取引等収支 14,525 － 14,525
役務取引等収益 18,689 － 18,689
役務取引等費用 4,164 － 4,164

その他業務収支 △0 － △0
その他業務収益 0 － 0
その他業務費用 0 － 0

業務粗利益 13,958 － 13,958
業務粗利益率 34.98% － 34.98%

（注）1．銀行開業は2018年9月10日ですが、上表のデータは、2018年9月1日から2019年3月31日までの7ヶ月分の期間に基づいて算出しております。
2．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
3．業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×100÷期中日数×年間日数

資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利鞘
（単位：百万円）

2019年3月期
平均残高 利息 利回り

国内業務部門
資金運用勘定 68,706 △20 △0.05％

うち貸出金 0 0 17.20％
うち有価証券 2,381 △0 △0.05％
うちコールローン 8,537 △1 △0.02％
うち買入金銭債権 － － －

資金調達勘定 302,970 546 0.31％
うち預金 7,777 0 0.00％
うちコールマネー 2,169 0 0.00％
うち借用金 282,454 327 0.20％
うちリース債務 10,568 218 3.56％

資金利鞘 － － △0.36％
国際業務部門

資金運用勘定 － － －
資金調達勘定 － － －
資金利鞘 － － －

合計
資金運用勘定 68,706 △20 △0.05％

うち貸出金 0 0 17.20％
うち有価証券 2,381 0 △0.05％
うちコールローン 8,537 △1 △0.02％
うち買入金銭債権 － － －

資金調達勘定 302,970 33 0.31％
うち預金 7,777 0 0.00％
うちコールマネー 2,169 0 0.00％
うち借用金 282,454 2 0.20％
うちリース債務 10,568 31 3.56％

資金利鞘 － － △0.36％
（注）1．銀行開業は2018年9月10日ですが、上表のデータは、2018年9月1日から2019年3月31日までの7ヶ月分の期間に基づいて算出しております。

2．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
3．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（1,560百万円）を控除して表示しております。
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受取利息及び支払利息の分析
（単位：百万円）

2019年3月期
残高による増減 利率による増減 純増減

国内業務部門
資金運用勘定 － － －
資金調達勘定 － － －

国際業務部門
資金運用勘定 － － －
資金調達勘定 － － －

合計
資金運用勘定 － － －
資金調達勘定 － － －

（注） 銀行業務開始初年度のため増減比較は行っておりません。

営業経費の内訳
（単位：百万円）

2019年3月期
給料・手当 1,425
退職給付費用 23
福利厚生費 5
減価償却費 4,271
土地建物機械賃借料 289
営繕費 166
消耗品費 532
給水光熱費 10
旅費 37
通信費 3,802
広告宣伝費 600
諸会費・寄付金・交際費 16
租税公課 459
保守管理費 2,381
預金保険料 5
業務委託費 5,150
人材派遣費 39
その他 165
合計 19,383

（注）1．銀行開業は2018年9月10日ですが、上表「営業経費」のデータは、開業準備期間の営業経費も含め、2018年4月1日から2019年3月31日までの営業
経費を表示しております。

2．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

利益率
（単位：%）

2019年3月期

総資産利益率 経常利益率 △0.22
当期純利益率 △0.19

資本利益率 経常利益率 △2.14
当期純利益率 △1.90

（注）1．銀行開業は2018年9月10日ですが、上表のデータは、2018年9月1日から2019年3月31日までの7ヶ月分の期間に基づいて算出しております。
2．総資産利益率＝利益／｛（期首総資産＋期末総資産）÷2｝÷期中日数×年間日数
3．資本利益率＝利益／｛（期首自己資本＋期末自己資本）÷2｝÷期中日数×年間日数
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時価等関係
有価証券関係
1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。

4. その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。

5. 時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。

金銭の信託関係
その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
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預金の状況
預金の種類別期末残高及び平均残高
期末残高 （単位：百万円）

2019年3月期末
国内業務部門 国際業務部門 合計

流動性預金 14,600 － 14,600
定期性預金 238 － 238

固定金利定期預金 238 － 238
変動金利定期預金 － － －

その他の預金 1 － 1
計 14,840 － 14,840
譲渡性預金 － － －
合計 14,840 － 14,840

平均残高 （単位：百万円）

2019年3月期
国内業務部門 国際業務部門 合計

流動性預金 7,674 － 7,674
定期性預金 100 － 100

固定金利定期預金 100 － 100
変動金利定期預金 － － －

その他の預金 2 － 2
計 7,777 － 7,777
譲渡性預金 － － －
合計 7,777 － 7,777

（注）1．流動性預金とは、普通預金です。
2．固定金利定期預金とは、預入時に満期までの利率が確定する定期預金です。
3．変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金です。
4．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

定期預金の残存期間別残高
（単位：百万円）

2019年3月期末
固定金利 変動金利 合計

3カ月以内 59 － 59
3カ月超6カ月以内 13 － 13
6カ月超1年以内 128 － 128
1年超3年以内 18 － 18
3年超 18 － 18
合計 238 － 238

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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預貸率・預証率
（単位：%）

2019年3月期
預貸率
期末残高

国内業務部門 0.00
国際業務部門 －

合計 0.00
期中平均

国内業務部門 0.00
国際業務部門 －

合計 0.00
預証率
期末残高

国内業務部門 －
国際業務部門 －

合計 －
期中平均

国内業務部門 30.62
国際業務部門 －

合計 30.62
（注）銀行開業は2018年9月10日ですが、上表のデータは、2018年9月1日から2019年3月31日までの7ヶ月分の期間に基づいて算出しております。

ATM
2019年3月期末

ATM設置台数（台） 13,476

2018年6月1日～2019年3月31日
ATM総利用件数（千件） 197,276
ATM平均利用件数（件／日／台） 48.9

（注）1．株式会社ローソン・エイティエム・ネットワークスを吸収分割後の2018年6月1日よりの実績を記載しております。
2．ATM総利用件数は千件未満を四捨五入しております。
3．ATM平均利用件数は小数点第二位を四捨五入しております。

2019年3月期末
提携金融機関数（行・社・庫） 113

（注）JAバンク及びJFマリンバンクについては、業態としてそれぞれ一つとしております。
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貸出金の状況
貸出金の科目別期末残高及び平均残高
期末残高 （単位：百万円）

2019年3月期末
国内業務部門 国際業務部門 合計

割引手形 － － －
手形貸付 － － －
証書貸付 － － －
当座貸越 0 － 0
合計 0 － 0

平均残高 （単位：百万円）
2019年3月期

国内業務部門 国際業務部門 合計
割引手形 － － －
手形貸付 － － －
証書貸付 － － －
当座貸越 0 － 0
合計 0 － 0

貸出金の残存期間別残高
（単位：百万円）

2019年3月期末

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下 7年超 期間の定め

のないもの 合計

固定金利 － － － － － 0 0
変動金利 － － － － － － －
合計 － － － － － 0 0

（注）カードキャッシング・ローンカードの残高は期間の定めのないものに含めております。

貸出金の業種別残高
（単位：百万円）

2019年3月期末
金額 構成比

個人 0 100％
合計 0 100％

貸出金の使途別残高
（単位：百万円）

2019年3月期末
金額 構成比

設備資金 － －
運転資金 0 100％
合計 0 100％
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貸出金等の担保別内訳
該当事項はありません。

支払承諾見返額の担保別内訳
該当事項はありません。

中小企業等に対する貸出金
該当事項はありません。

特定海外債権残高
該当事項はありません。

貸倒引当金の期末残高及び期中増減額
（単位：百万円）

2019年3月期末 期中増減額
一般貸倒引当金 3 3
個別貸倒引当金 － －
合計 3 3

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸出金償却
該当事項はありません。

リスク管理債権の状況
該当事項はありません。

金融再生法に基づく資産査定額
（単位：百万円）

2019年3月期末
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 －
危険債権 －
要管理債権 －
正常債権 25,520
合計 25,520

（注）1．上記は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」に基づくものであります。
2．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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有価証券の状況
商品有価証券の種類別期末残高及び平均残高
該当事項はありません。

有価証券の種類別期末残高及び平均残高
期末残高

該当事項はありません。

平均残高 （単位：百万円）
2019年3月期末

国内業務部門 国際業務部門 合計
国債 2,381 － 2,381
地方債 － － －
短期社債 － － －
社債 － － －
株式 － － －
外国債券 － － －
その他 － － －
合計 2,381 － 2,381

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

有価証券の種類別残存期間別残高
該当事項はありません。
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　自己資本比率は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適
当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に基づき算出して
おります。なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法、オペレーショナ
ル・リスク相当額の算出においては基礎的手法を採用するとともに、マーケット・リスク相当額を不算入としておりま
す。

自己資本の構成に関する事項
（単位：百万円）

項目 2019年3月期
コア資本に係る基礎項目（１）
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 21,151

うち、資本金及び資本剰余金の額 23,200
うち、利益剰余金の額 △2,048
うち、自己株式の額（△） －
うち、社外流出予定額（△） －
うち、上記以外に該当するものの額 －

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 3

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 3
うち、適格引当金コア資本算入額 －

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 －
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 －
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に
含まれる額 －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に
含まれる額 －

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 21,155
コア資本に係る調整項目（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 13,793

うち、のれんに係るものの額 －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 13,793

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 －
適格引当金不足額 －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 －
前払年金費用の額 －
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 －
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 －
特定項目に係る十パーセント基準超過額 －

うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 －

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 －
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 －

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 13,793
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 7,362
リスク・アセット等（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 24,848

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 －
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー －
うち、上記以外に該当するものの額 －

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 －
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 47,835
信用リスク・アセット調整額 －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 －
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 72,684
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 10.13%

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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自己資本調達手段の概要
普通株式の発行により調達しております。株主は、株式会社ローソン（持株比率95%）、株式会社三菱UFJ銀
行（持株比率5%）です。

銀行の自己資本の充実度に関する評価方法の概要
自己資本の充実度の評価に関しては、「統合的リスク管理」を行っており、当行の規模・特性を反映し、重大
な影響を及ぼしうる事象を捉えた複合的なシナリオを用いたストレステストにより、自己資本の充実度を定期
的に確認しております。

信用リスクに関する事項
1. リスク管理の方針及び手続の概要

信用供与先及びグループ毎に与信限度を設定して特定の先及びグループに対する与信集中のリスクを回避し
ているほか、信用格付制度を導入し、格付を定期及び必要に応じて随時見直すことで、信用リスク管理を行
っております。

2. 標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項
(1) リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、Moody's、S&P、Fitch、R&I、JCRの5社です。
(2) エクスポージャーの種類毎のリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

エクスポージャー毎に適格格付機関の使い分けは実施しておりません。

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
当行の貸出エクスポージャーは個人向け貸出のみであり、一部は保証会社による保証を取得し、リスク削減を
行っております。

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当行は、派生商品取引及び長期決済期間取引は行っておりません。

証券化エクスポージャーに関する事項
1. リスク管理の方針及びリスク特性の概要

当行は証券化取引を行っておりません。
なお、当行は証券化取引（オリジネーターとなる場合及び投資家となる場合）を行っていないため、以下2.
～11.については、該当事項はありません。

2. 自己資本比率告示第248条第1項第1号から第4号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要
3. 信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針
4. 証券化エクスポージャーの信用リスクアセットの額の算出に使用する方式の名称
5. 証券化エクスポージャーのマーケット・リスク相当額の算出に使用する方式の名称
6. 銀行が証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該証券化目的導

管体の種類及び当該銀行が当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているかどうかの
別

7. 銀行の子法人等及び関連法人等のうち、当該銀行が行った証券化取引に係る証券化エクスポージャーを
保有しているものの名称

8. 証券化取引に関する会計方針
9. 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
10.内部評価方式を用いている場合には、その概要
11.定量的な情報に重要な変更が生じた場合には、その内容
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マーケット・リスクに関する事項
当行は、自己資本比率告示第39条に基づき、自己資本比率の算式にマーケット・リスク相当額を算入していな
いため、該当事項はありません。

オペレーショナルリスクに関する事項
1. リスク管理の方針及び手続の概要

社内規程に基づき、リスク指標の状況をモニタリング・評価しております。具体的には、当行の規模・特性
に応じて、「オペレーショナルリスク」をリスク要因別に「事務リスク」・「情報資産リスク」・「有形資
産リスク」・「人材リスク」・「法的リスク」・「評判リスク」の6つのサブカテゴリーに分類し、リスク管
理を行っております。

2. オペレーショナルリスク相当額の算出に使用する手法の名称
当行は基礎的手法を採用しております。

出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当行は、出資又は株式保有は行っておりません。

金利リスクに関する事項
1. リスク管理の方針及び手続の概要

金利リスクとは「市場金利の変動により、保有する資産や負債等の価値が変動し損失を被るリスクや、当該
資産・負債等から生み出される収益が変動し損失を被るリスク」をいいます。当行では、トレーディング取
引は行っておりませんが、預金・借入金・貸出金等を中心とした銀行勘定の金利リスクを重要なリスクの一
つとして認識し、行内規程に基づく計測・管理を通じて、金利リスクの状況や適正性を確認しております。
金利リスク量に関しては、BPV（注１）並びにVaR（注２）を日次で計測、併せてストレステストを定期的
に実施しております。

2. 金利リスクの算定手法の概要
銀行勘定の金利リスクについては、当行が保有する金利感応度を有する資産・負債等を計測対象としており、
BPV・VaR等に加え、バーゼル規制第二の柱（金融機関の自己管理と監督上の検証）に基づき、金融庁指定
のシナリオによる金利ショック下の銀行勘定の現在価値変動（ΔEVE）を算出しております。
金利リスク計測にあたり、当行は開業後間もなく、預金実績データの蓄積が十分でないことから、コア預金
の設定、定期預金の早期解約率の考慮は行っておりません。また期限前返済等により将来キャッシュフロー
の推定に影響を与える、住宅ローン等の長期の貸付商品等は保有しておりません。また金利リスクの計測に
あたり、内部モデルの使用は行っておりません。

    （注１）BPV（ベーシス・ポイント・バリュー）
    金利が１bp(0.01%)変動した場合の現在価値変動額

    （注２）VaR（バリュー・アット・リスク）計測の主な前提条件
    ヒストリカル・シミュレーション法（保有期間：250日、観測期間：250日、信頼区間：99％）
  　ヒストリカル・シミュレーション法とは、現在のポートフォリオに対して、過去一定期間内で実際に起きた
    市場変動をあてはめた場合に発生すると推定される損益をシミュレーションしてVaRを算出する手法です。
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自己資本の充実度に関する事項
1. 信用リスクに対する所要自己資本の額 （単位：百万円）

2019年3月期末
リスク・アセット 所要自己資本額

資産（オン・バランス）項目
ソブリン向け 2,122 84
金融機関向け 1,364 54
法人等向け － －
中小企業等・個人向け － －
抵当権付住宅ローン － －
3ヶ月以上延滞等 － －
その他 21,362 854
証券化エクスポージャー － －
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・
アセットのみなし計算（ルック・スルー方式） － －
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・
アセットのみなし計算（マンデート方式） － －
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・
アセットのみなし計算（蓋然性方式250％） － －
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・
アセットのみなし計算（蓋然性方式400％） － －
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・
アセットのみなし計算（フォールバック方式1250％） － －
経過措置によりリスク・アセットに算入されるもの － －

資産（オン・バランス）計 24,848 992
オフ・バランス取引等 － －
CVAリスク － －
中央清算機関関連エクスポージャー － －
合計 24,848 992

2. 単体総所要自己資本額 （単位：百万円）
所要自己資本額
2019年3月期末

信用リスク（標準的手法） 992
オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 1,913
単体総所要自己資本額 2,905

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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信用リスクに関する事項
1. 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳
2. 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、地域別、取引相手の別、残存期間別の区分ご

との額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳
3. 3ヶ月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高

（単位：百万円）
2019年3月期末

信用リスク・エクスポー
ジャー期末残高

3ヶ月以上延滞
エクスポージャー

国内 371,873 －
国外 0 －
地域別合計 371,873 －
ソブリン向け 344,532 －
金融機関向け 5,980 －
法人等向け 0 －
中小企業等・個人向け 0 －
その他 21,361 －
取引相手の別合計 371,873 －
1年以下 0 －
1年超 0 －
期間の定めのないもの等 371,873 －
残存期間別合計 371,873 －

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

4. 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

2019年3月期末 期中の増減額
一般貸倒引当金 3 3
個別貸倒引当金 － －
特定海外債権引当勘定 － －
合計 3 3

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

5. 個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳
該当事項はありません。

6. 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額
該当事項はありません。
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7. 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手
法の効果を勘案した後の残高、並びに自己資本比率告示第79条の5第2項第2号、第177条の2第2項第
2号、第248条並びに第248条の4第1項第1号及び第2号の規定により、1250%のリスク・ウェイトが
適用されるエクスポージャーの額

（単位：百万円）

告示で定めるリスク・ウェイト区分
エクスポージャーの額

2019年3月期末
格付有り 格付無し

0% 318,310 5,000
4% － －

10% 21,223 －
20% 5,710 －
35% － －
50% 94 －
75% － －

100% 72 21,464
150% － －
250% － －

1250% － －
その他 － －

合計 345,409 26,464
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

信用リスク削減手法に関する事項
該当事項はありません。

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
該当事項はありません。

証券化エクスポージャーに関する事項
該当事項はありません。

マーケット・リスクに関する事項
当行は、自己資本比率告示第39条に基づき、自己資本比率の算式にマーケット・リスク相当額を算入していないため、該当
事項はありません。
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出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
1. 貸借対照表計上額及び時価並びに次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額

該当事項はありません。

2. 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
該当事項はありません。

3. 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
該当事項はありません。

4. 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
該当事項はありません。

5. 株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額
該当事項はありません。

リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
当行は、信用リスクの算出方法として標準的手法を採用しているため、該当事項はありません。

（単位：百万円）
2019年3月期末

ルック・スルー方式 －
マンデート方式 －
蓋然性方式250％ －
蓋然性方式400％ －
フォールバック方式1250％ －
合計 －

金利リスクに関する事項
2019年3月期末
IRRBB１:金利リスク （単位：百万円）

項番
イ

⊿EVE
当期末

1 上方パラレルシフト 0
2 下方パラレルシフト 271
3 スティープ化 161
4 フラット化 0
5 短期金利上昇 0
6 短期金利低下 261
7 最大値 271

ホ
当期末

8 自己資本の額 7,362
（注）経済的価値が減少する方向をプラスで表記しています。
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当行の対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する事項
1. 対象役職員の範囲
開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」及び「対象従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範囲につい
ては、以下のとおりであります。
(1) ｢対象役員」の範囲

対象役員は、当行の取締役及び監査役であります。なお、社外取締役及び社外監査役を除いております。
(2) ｢対象従業員等」の範囲

当行では、対象役員以外の当行の役員及び従業員のうち、「高額の報酬等を受ける者」で当行の業務の運営又は財産
の状況に重要な影響を与える者等を「対象従業員等」として、開示の対象としております。
なお、当行の対象役員以外の役員及び従業員で、対象従業員等に該当する者はおりません。

(ア) ｢高額の報酬等を受ける者」の範囲
「高額の報酬等を受ける者」とは、当行から基準額以上の報酬等を受ける者であります。当行では基準額を27百万円
に設定しております。当該基準額は「役員の報酬の総額」を「対象となる役員の員数」により除すことで算出してお
ります。なお、当該基準額の算出にあたりましては、期中退任者・期中就任者等を除いて計算しております。また、
退職一時金はありません。

(イ) ｢グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者」の範囲
「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、
当行、当行グループに相当程度の影響を与え、又は取引等に損失が発生することにより財産の状況に重要な影響を与
える者であります。具体的には、当行の取締役及びこれに準じる者並びに当行グループ会社の取締役等を含んでおり
ます。

2. 対象役職員の報酬等の決定について
対象役員の報酬等の決定について
当行では、株主総会において役員報酬の総額（上限額）を決定しております。各取締役の報酬の個人別の配分について
は、取締役会において社長に一任されております。また、監査役の報酬の個人別の配分については、監査役の協議に一任
されております。

3. 報酬委員会等（取締役会）の構成員に対して払われた報酬等の総額及び報酬委員会等（取締役会）の開
催回数

開催回数（2018年4月～2019年3月）
取締役会 1回

（注）　取締役会の職務執行に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することができないため、「報酬等の総額」は記載しておりません。

当行の対象役職員の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項（「対象役員」の報酬等に関する方針)
当行の役職員の報酬の決定において、基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案し、業績に連動する
部分の算出は、目標達成の評価にて業績への貢献度等を反映する業績評価に基づき決定されることになっております。なお、
報酬等につき、人事部門では、その体系、業績評価の状況並びに支払い実態を踏まえて、過度の成果主義となっていないこ
とを確認しています。

当行の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに報酬と業績の連動に関する事項
対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総額が決議され、決定される仕組みになっております。
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当行の対象役職員の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項
対象役職員の報酬等の総額（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

区分 人数

報酬等の総額（百万円）

固定報酬の総額 変動報酬の総額
退職

慰労金 その他
基本報酬

株式報酬
型ストック
オプション

基本報酬 賞与

対象役員
（除く社外役員) 9 136 136 136 － － － － － －

対象従業員等 － － － － － － － － － －

当行の対象役職員の報酬等の体系に関し、その他参考となるべき事項
特段、前項までに掲げたもののほか、該当事項はありません。
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財務諸表に係る確認書謄本

ローソン銀行 ディスクロージャー誌2019
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「財務諸表の正確性、内部監査の有効性について経営者責任の明確化（要請）」（平成17年10月7日付金監
第2835号）に基づく、当行の財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性に関する代表者
の確認書は以下のとおりです。

確認書
2019年７月５日

株式会社ローソン銀行
代表取締役社長　山下　雅史

１．私は、当行の2018年4月1日から2019年3月31日までの第3期事業年度に係る財務諸表に記載した内容
が、「銀行法施行規則」等に準拠して、全ての重要な点において適正に表示されていることを確認しま
した。

２．当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能しているこ
とを確認しました。
(１) 業務分掌と所管部署が明確化され、各所管部署が適切に業務を遂行する体制が整備されていること。
(２) 業務の実施部署から独立した内部監査部門が所管部署における内部管理体制の適切性・有効性を検

証し、重要な事項については取締役会等に報告する体制が整備されていること。
(３) 重要な経営情報が取締役会等へ適切に付議・報告されていること。

以上

決算公告（電子公告）
銀行法第20条に基づく決算公告は、電子公告により下記の当行ウェブサイトに掲載しております。

1 https://www.lawsonbank.jp/
▼

2 ｢会社情報」をクリック
▼

3 ｢ディスクロージャー」の中にある「電子公告」をクリック
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当行の概要
名　　　　称　　　　　株式会社ローソン銀行 （ 英文名称： Lawson Bank, Inc. ）

所  　在  　地　　　　　東京都品川区大崎二丁目1番1号

設 立 年 月 日　　　　　2016年11月25日

開 業 年 月 日　　　　　2018年9月10日

代  　表  　者　　　　　代表取締役会長　　岩下　正

　　　　　　　　　　　代表取締役社長　　山下　雅史 

資  　本  　金　　　　　116億円

発行済株式総数　　　　　普通株式40,000株

営業所の名称および所在地
名称 所在地

本店 東京都品川区大崎二丁目1番1号
支店 お誕生月 支店名 お誕生月 支店名 お誕生月 支店名

1月 おもち 5月 おにぎり 9月 パスタ
2月 チョコ 6月 サラダ 10月 おべんとう
3月 おすし 7月 アイス 11月 スープ
4月 カフェ 8月 フルーツ 12月 デザート

株主構成
株主名 所有株式数 持株比率

株式会社ローソン 38,000株 95.00％
株式会社三菱UFJ銀行 2,000株   5.00％

沿革
2001年 5月15日 株式会社ローソン・エイティエム・ネットワークス（LANs）設立

10月3日 LANsのATMサービス開始
2016年 11月25日 ローソンバンク設立準備株式会社設立
2018年 6月1日 LANsのATM事業をローソンバンク設立準備株式会社が承継

7月2日 株式会社ローソン銀行へ商号変更
8月10日 銀行営業免許取得
9月10日 銀行開業

10月15日 お客さま向けサービス開始
2019年 1月15日 クレジットカード「ローソンPontaプラス」を発行

会社概要 （2019年3月31日現在）

（注）上記12支店はバーチャル支店です。
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当行とお客さまとの間で、解決の困難な問題が発生した場合などに、お客さまからのご相談を承り、当行との間に入って問題解決を
図る窓口として、当行は以下の指定紛争解決機関（指定ADR機関）と契約しています。

当行に関するお問い合わせ先
▪商品・サービスやローソン銀行ダイレクトの操作方法など

ローソン銀行お客さまサポートセンター

フリーダイヤル  0120-17-6389  （通話料無料）
IP電話、海外からご利用の場合

050-3786-6389  （通話料有料）

受付時間　：   平日　9時～20時　／　土日祝日　9時～17時（年中無休）

口座をお持ちの方は、お手元に「キャッシュカード」をご用意のうえ、口座名義人ご本人さまからお電話ください。

一般社団法人全国銀行協会はローソン銀行が契約する、銀行法上の指定紛争解決機関（指定ADR機関）です。
詳しくは一般社団法人全国銀行協会のホームページをご覧ください。

全国銀行協会相談室 
電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772
受  付  日：月～金（祝日および銀行休業日を除く）
受付時間：午前9時～午後5時 

全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照
会、銀行に対するご意見・苦情をお受けするための窓口です。
一般社団法人全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会
などは無料です。 
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開示規定項目一覧表

単体情報（銀行法施行規則第19条の2）
1. 銀行の概況及び組織に関する事項

経営の組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
大株主の氏名、持株数、
発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合・・・・ 52
取締役及び監査役の氏名及び役職名・・・・・・・・・・ 15
会計監査人の氏名又は名称・・・・・・・・・・・・・・ 13
営業所の名称及び所在地・・・・・・・・・・・・・・・ 52
当該銀行を所属銀行とする
銀行代理業者に関する事項・・・・・・・・・・ 該当事項なし
当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名・・・・ 該当事項なし
当該銀行代理業者が当該銀行のために
銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称・・・ 該当事項なし
主要な業務の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

2. 主な業務に関する事項
事業の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
（主な経営指標）
経常収益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
経常利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
純利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
資本金及び発行済株式の総数・・・・・・・・・・・・・・ 19
純資産額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
総資産額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
預金残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
貸出金残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
有価証券残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
単体自己資本比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
配当性向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
従業員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

（主要な業務の状況を示す指標）
業務粗利益、業務粗利益率・・・・・・・・・・・・・・・ 34
資金運用収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
役務取引等収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
その他業務収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、
利回り及び資金利鞘・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
受取利息・支払利息の増減・・・・・・・・・・・・・・ 35
総資産経常利益率及び資本経常利益率・・・・・・・・ 35
総資産純利益率及び資本純利益率・・・・・・・・・・ 35

（預金に関する指標）
預金平均残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
定期預金の残存期間別残高・・・・・・・・・・・・・・ 37

（貸出金に関する指標）
貸出金平均残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

貸出金残存期間別残高・・・・・・・・・・・・・・・ 39
貸出金業種別残高・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
貸出金使途別残高・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
貸出金等担保別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
支払承諾見返額担保別内訳・・・・・・・・・・・・・ 40
中小企業等向貸出金残高等・・・・・・・・・・・・・ 40
特定海外債権残高・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
預貸率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

（有価証券に関する指標）
商品有価証券種類別平均残高・・・・・・・・・・・・ 41
有価証券種類別残存期間別残高・・・・・・・・・・・ 41
有価証券種類別残高・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
預証率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

3. 業務の運営に関する事項
リスク管理の態勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
法令遵守の態勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
中小企業の経営の改善及び
地域の活性化のための取組の状況・・・・・・・・・・・ 13
指定紛争解決機関の商号又は名称・・・・・・・・・・・ 53

4. 財産の状況
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
株主資本等変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
破綻先債権額・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当事項なし
延滞債権額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当事項なし
3ヵ月以上延滞債権額・・・・・・・・・・・・・・ 該当事項なし
貸出条件緩和債権額・・・・・・・・・・・・・・・ 該当事項なし
自己資本の充実の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
有価証券時価情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
金銭の信託時価情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
デリバティブ取引時価情報・・・・・・・・・・・・・・・ 36
貸倒引当金内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
貸出金償却額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
会社法第三百九十六条第一項による 
会計監査人の監査を受けている場合の旨・・・・・・・・・ 13

5. 報酬等に関する開示事項
報酬等に関する開示事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

金融機能の再生のための緊急措置に関する
法律施行規則による開示事項

破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、
要管理債権、正常債権・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

https://www.lawsonbank.jp/

ローソン銀行ホームページ

全国のローソン銀行ATM、ATMで使えるカード、
ローソン銀行の商品・サービスなどをご案内しています。



株式会社ローソン銀行
〒141-6005　東京都品川区大崎二丁目1番1号　ThinkPark Tower 5階
TEL 03-5435-1600
https://www.lawsonbank.jp/
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