
 

 

 

 

中 間 決 算 公 告 

  

  

  

  

第５期 ( 2020年４月１日から 

2020年９月30日まで ) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

株式会社ロ－ソン銀行 

  
  
  

 



1 

 
 

中間貸借対照表 

  

2020年９月30日 現在 

（単位：百万円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

現金預け金 311,036 預金 34,112 

現金 302,866 普通預金 22,706 

預け金 8,169 定期預金 11,398 

貸出金 81 その他の預金 7 

当座貸越 81 コールマネー 40,000 

ATM仮払金 13,831 借用金 240,000 

その他資産 10,886 借入金 240,000 

前払費用 305 ATM仮受金 15,177 

未収収益 7 その他負債 12,769 

その他の資産 10,574 未払法人税等 163 

中央清算機関差入証拠金 5,000 未払費用 1,472 

有形固定資産 16,437 リース債務 9,635 

建物 116 その他の負債 1,497 

リース資産 16,199 賞与引当金 185 

その他の有形固定資産 121 負債の部合計 342,245 

無形固定資産 13,093 （純資産の部）  

ソフトウェア 12,328 資本金 11,600 

ソフトウェア仮勘定 764 資本剰余金 11,600 

その他の無形固定資産 1 資本準備金 11,600 

繰延税金資産 232 利益剰余金 152 

貸倒引当金 △1 利益準備金 - 

  その他利益剰余金 152 

  繰越利益剰余金 152 

  株主資本合計 23,352 

  純資産の部合計 23,352 

資産の部合計 365,597 負債及び純資産の部合計 365,597 
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中間損益計算書 

  

自 2020年４月１日 

至 2020年９月30日 

 

（単位：百万円） 

科目 金額 

経常収益  15,673 

資金運用収益 4  

貸出金利息 5  

有価証券利息配当金 △0  

預け金利息 △1  

その他の受入利息 1  

役務取引等収益 15,659  

受入為替手数料 12  

ATM受入手数料 15,508  

その他の役務収益 138  

その他経常収益 10  

貸倒引当金戻入益 0  

その他の経常収益 9  

経常費用  15,205 

資金調達費用 432  

預金利息 13  

コールマネー利息 4  

借用金利息 243  

その他の支払利息 172  

役務取引等費用 3,640  

支払為替手数料 1  

ATM設置支払手数料 1,439  

ATM支払手数料 1,986  

その他の役務費用 214  

その他業務費用 0  

外国為替売買損 0  

国債等債券売却損 0  

営業経費 11,117  

その他経常費用 14  

その他の経常費用 14  

経常利益  468 
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（単位：百万円） 

科目 金額 

特別損失  10 

固定資産処分損 9  

その他の特別損失 1  

税引前中間純利益  458 

法人税、住民税及び事業税 82  

法人税等調整額 8  

法人税等合計  91 

中間純利益  366 
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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、主な耐用年数は以下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、定額法を採用しております。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 令和２年３月17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もり、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、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。 
 

３．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。 
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注記事項 

（追加情報） 

 新型コロナウィルス感染拡大による影響は、現時点において入手可能な情報に基づき合理的と認 

 められる範囲において見積り及び仮定に反映しておりますが、今後の状況によっては、その見積 

 り及び仮定に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（中間貸借対照表関係） 

１.担保に供している資産 

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143百万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     15,689百万円 
 

３.当座貸越契約及び極度貸付契約（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行と当座貸越契約を、また関

係会社１社と極度貸付契約を締結しております。 

当座貸越契約及び極度貸付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) 
 当中間会計期間 

（2020年９月30日） 

当座貸越極度額及び極度貸付契約の総額 190,000 

借入実行残高 60,000 

差引額 130,000 
 

 

 

 

４.貸出コミットメント（貸手側） 

  当行は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。 

  当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。 

              (単位：百万円) 
 当中間会計期間 

（2020年９月30日） 

貸出コミットメント総額 8,365 

貸出実行残高 81 

差引額 8,284 

 また、上記貸出コミットメント契約においては、借入人の資金使途、信用状態に関する審査が 

 貸出の条件となっているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 

 

５.貸出金のうち、延滞債権額は0百万円であります。 

  なお、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。 

 

６.破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額0百万円 

   であります。 

   なお、上記５.と６.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 

７.銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率は12.80％であ          

   ります。 
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 (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。 
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（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、2020年９月30日現在、有価証券は保有しておりません。  

         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。  

        （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。 

              2020年９月30日現在における当行のVaRは、11百万円です。  

       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」及びその下位規定である「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。 
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   ２.金融商品の時価等に関する事項 

      2020年９月30日における中間貸借対照表計上額、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) 

 中間貸借対照表 
計上額 時価 差額 

（１）現金預け金 311,036 311,036 - 

（２）ATM仮払金 13,831 13,831 - 

資産計 324,868 324,868 - 

（１）預金 34,112 34,112 - 

（２）コールマネー 40,000 40,000 - 

（３）借用金 240,000 239,120 △879 

（４）ATM仮受金 15,177 15,177 - 

（５）リース債務 9,635 9,149 △486 

負債計 338,926 337,560 △1,366 
 

 

     （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、中間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、殆どの約定期間が短期間であり、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) コールマネー 

         約定期間が短期間（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。 

     (3) 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。 

     (4) 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。 

     (5) 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）中間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。 
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（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） 

 
 当中間会計期間 

（2020年９月30日） 

繰延税金資産  

 税務上の繰越欠損金 71 

 未払事業税 28 

 未払費用 24 

 賞与引当金 56 

 開業費 49 

 その他 93 

繰延税金資産小計 323 

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 - 

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 90 

評価性引当額小計 90 

繰延税金資産合計 232             
 

 

  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  

 

 
当中間会計期間 

（2020年９月30日） 

法定実効税率 30.6% 
（調整）  

住民税均等割 0.4% 

評価性引当額の増減 △12.9% 

その他 1.3% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.4% 
   

 

 

（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 

当中間会計期間（2020年９月30日） 

 

１年以内 
(百万円) 

１年超 
２年以内 
(百万円) 

２年超 
３年以内 
(百万円) 

３年超 
４年以内 
(百万円) 

４年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

税務上の 
繰越欠損金 
（*1） 

- - - - - 71 71 

評価性引当額 - - - - - - - 

繰延税金資産 - - - - - 71 71 
 

（*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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（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額           583,811円 12銭 

１株当たりの中間純利益金額         9,164円 74銭 

 
 

 

  
  


