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中間貸借対照表 

  

2021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 339,032 預金 76,385 

現金 327,170 普通預金 37,441 

預け金 11,862 定期預金 38,932 

有価証券 5,000 その他の預金 12 

短期社債 5,000 コールマネー 46,000 

貸出金 333 借用金 223,600 

当座貸越 333 借入金 223,600 

ATM仮払金 13,903 ATM仮受金 13,471 

その他資産 11,669 その他負債 10,891 

前払費用 272 未払法人税等 498 

未収収益 20 未払費用 1,653 

その他の資産 11,376 リース債務 7,010 

中央清算機関差入証拠金 5,000 その他の負債 1,729 

有形固定資産 13,519 賞与引当金 209 

建物 80 その他の引当金 42 

リース資産 13,340 負債の部合計 370,601 

その他の有形固定資産 98 (純資産の部）  

無形固定資産 11,537 資本金 11,600 

ソフトウェア 10,324 資本剰余金 11,600 

ソフトウェア仮勘定 1,211 資本準備金 11,600 

その他の無形固定資産 1 利益剰余金 1,379 

繰延税金資産 189 利益準備金 - 

貸倒引当金 △4 その他利益剰余金 1,379 

  繰延利益剰余金 1,379 

  株主資本合計 24,579 

  その他有価証券評価差額金 0 

  評価・換算差額等合計 0 

  純資産の部合計 24,579 

資産の部合計 395,180 負債及び純資産の部合計 395,180 
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中間損益計算書 

  

自 2021年４月１日 

至 2021年９月30日 

 

（単位：百万円） 

科目 金額 

経常収益  16,920 

資金運用収益 21  

貸出金利息 20  

有価証券利息配当金 △0  

預け金利息 △0  

その他の受入利息 1  

役務取引等収益 16,892  

受入為替手数料 22  

ATM受入手数料 16,548  

その他の役務収益 321  

その他経常収益 7  

その他の経常収益 7  

経常費用  15,627 

資金調達費用 362  

預金利息 39  

コールマネー利息 3  

借用金利息 194  

その他の支払利息 125  

役務取引等費用 3,802  

支払為替手数料 1  

ATM設置支払手数料 1,591  

ATM支払手数料 1,974  

その他の役務費用 234  

営業経費 11,458  

その他経常費用 4  

貸倒引当金繰入額 0  

貸出金償却 0  

その他の経常費用 2  

経常利益  1,293 
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（単位：百万円） 

科目 金額 

特別損失  29 

固定資産処分損 29  

税引前中間純利益  1,264 

法人税、住民税及び事業税 405  

法人税等調整額 △26  

法人税等合計  378 

中間純利益  885 
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重要な会計方針 

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、その他有価証券については時価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 

２. 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） 

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 

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。 

 

３. 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10月８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、主として今後１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、格付機関等による外部データのデフォルト率等

に基づき損失率を求め、これに必要に応じて将来見込み等の調整を加えて算定しております。 

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) その他の引当金 

その他の引当金は、将来発生が見込まれる費用または損失について、合理的に見積もること

ができる金額を計上しております。 
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注記事項 

（追加情報） 

新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、当中間会計期間末以降においても一定程度残ると仮

定し、それを今後の事業計画値に反映した上で、会計上の見積りを行っております。 

なお、上記見積りは現時点において入手可能な情報に基づくものの、今後の新型コロナウイルス感

染症拡大の状況やその経済への影響が変化した場合には、その見積り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 5,000百万円 

担保資産に対応する債務 

借用金  3,600百万円 

上記のほか、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136百万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     19,413百万円 
 

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 

（2021年９月30日） 

当座貸越極度額及び極度貸付契約の総額 290,000 

借入実行残高 90,000 

差引額 200,000 
 

 

 

 

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 

（2021年９月30日） 

貸出コミットメント総額 18,200 

貸出実行残高 333 

差引額 17,867 

 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.貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は1百万円であります。 

 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。 

 

７.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2百万円 

   であります。 

   なお、上記５.から７.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
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８.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15.63％であ          

   ります。 

 

 (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「２.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。有価証券は、信用力が高いCPのみであり、その他有価証券としております。これ

により、信用リスク、市場リスクに晒されておりますが、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。 

（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。 

2021年９月30日現在における当行のVaRは、68百万円です。 

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 

      2021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 339,032 339,032 - 

（２）有価証券    

   その他有価証券 5,000 5,000 - 

（３）ATM仮払金 13,903 13,903 - 

資産計 357,936 357,936 - 

（１）預金 76,385 76,385 - 

（２）コールマネー 46,000 46,000 - 

（３）借用金 223,600 222,968 △631 

（４）ATM仮受金 13,471 13,471 - 

（５）リース債務 7,010 6,987 △23 

負債計 366,468 365,813 △654 
 

 

     （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) 有価証券 

 債券は、仲介金融機関から提示された価格によっております。 

     (3) 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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 （有価証券関係） 

  その他有価証券（2021年９月30日現在） 

（単位：百万円） 

 種類 貸借対照表 
計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

債券    

  短期社債 - - - 

    小計 - - - 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

債券    

  短期社債 5,000 5,000 △0 

    小計 5,000 5,000 △0 

合計 5,000 5,000 △0 

  (注)貸借対照表計上額は、当中間会計期間末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。 

 

 （税効果会計関係） 

   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 

（2021年９月30日） 

繰延税金資産  

 未払事業税 43 

 未払費用 39 

 賞与引当金 64 

 開業費 32 

 減価償却費 83 

 その他 28 

繰延税金資産小計 291 

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △102 

評価性引当額小計 △102 

繰延税金資産合計 189             
 

 

 

 （１株当たり情報） 

1. １株当たりの純資産額 614,486 円 25 銭 

2. １株当たりの中間純利益金額  22,134 円 01 銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


