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（４）注記表
◆平成27年度
○　重要な会計方針に係る事項に関する注記

　　 1 　 記載金額の端数処理
　　　記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しており、金額千円未満の科目については「 ０」で表示しています。

2 　 有価証券の評価基準および評価方法
　　⑴　子会社株式等　　　　：　移動平均法による原価法
　　⑵　その他有価証券　
　　　①時価のあるもの　　：　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）
　　　②時価のないもの　　：　移動平均法による原価法

3 　 棚卸資産の評価基準および評価方法
　　　購買品……………………………………………売価還元法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
　　　購買品（燃料・プロパン）……………………最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
　　　牛…………………………………………………個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
　　　利用・加工品……………………………………最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

4 　 固定資産の減価償却の方法
　　⑴　有形固定資産
　　　①建物
　　　　ａ）平成1０年 3 月31日以前に取得したもの　：　旧定率法
　　　　ｂ）平成1０年 4 月 1 日から平成1９年 3 月31日までに取得したもの　：　旧定額法
　　　　ｃ）平成1９年 4 月 1 日以後に取得したもの　：　定額法

　　　②建物以外
　　　　ａ）平成1９年 3 月31日以前に取得したもの　：　旧定率法
　　　　ｂ）平成1９年 4 月 1 日以降に取得したもの　：　定率法

　　　　　なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。
　　　　　また、取得価額1０万円以上2０万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、 3年間で均等償却を行っています。

　　⑵　無形固定資産　：　定額法
　　　　なお、当組合利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（ ５年）に基づく定額法により償却しています。

５ 　 引当金の計上基準
　　⑴　貸倒引当金
　　　　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・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（破綻先）に係る債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）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およ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

見込額およ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、貸倒実績率に基づく予想損失率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を計上しています。
　　　　この基準に基づき、当事業年度は予想損失率で算定した金額に基づき計上しています。
　　　　すべての債権は、資産査定要領に基づき、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。

　　⑵　賞与引当金
　　　　職員に対して支給する賞与の支出にあてるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

⑶　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および年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を

計上しています。
　　　　なお、当組合は正職員について原則法を適用し、それ以外の職員については、退職給付引当金およ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おります。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　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までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっています。

　　　②　数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の費用処理方法
　　　　　数理計算上の差異については、発生した年度に一括して費用処理しています。
　　　　　なお、会計基準変更時差異（1０2,９５3千円）については、1５年による按分額を費用処理しています。

⑷　外部出資等損失引当金
　　　　当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同様の方法により、株式以外のものにつ
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いては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上しています。
6 　 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、平成2０年度以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。

7 　 消費税および地方消費税の会計処理の方法
　　　消費税および地方消費税の会計処理は、都度税抜方式によっております。

○　会計方針の変更に関する注記

8 　 退職給付に関する会計基準の適用
　　　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準26号　平成24年 ５ 月17日。以下、「退職給付会計基準」といいます。）および「退職給付に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針2５号　平成24年 ５ 月17日）が平成26年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首から適用されることになったことに
伴い、当事業年度よりこれらの会計基準等を適用しています。

　　　これに伴い、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法について、職員の平均残存勤務年数に近似した年数に基づく割引率か
ら、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しました。

　　　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務および勤
務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しています。

　　　この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が331,2５6千円減少しています。また、当事業年度の事業利益、"経常利益および税引前当期利益はそれぞれ
５９,41０千円増加しています。

○　貸借対照表に関する注記

９ 　 有形固定資産に係る圧縮記帳額
　　　土地収用法の適用、または国庫補助金等の受領により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2,441,９4０千円であり、その内訳は次のと

おりです。
　　　建物・建物附属設備	 1,43９,313千円
　　　構築物	 14５,722千円
　　　車輌運搬具	 8,316千円
　　　工具・器具	 1０8,1０7千円
　　　機械・装置	 7０2,888千円
　　　土地	 37,５９4千円

1０　　減損損失累計額
　　　減価償却累計額には、減損損失累計額138,736千円が含まれております。

11　　リース契約により使用する重要な固定資産
　　　貸借対照表に計上した固定資産のほか、ホストコンピューター 1セット、サーバー 2台、ＪＡＳＴＥＭ端末機44台、ＡＴＭ22台、ＰＯＳ端末機1５台、
自動車2５3台等については、リース契約により使用しています。

12　　担保に供している資産
　　　以下の資産は、信用事業借入金（当座貸越）の担保に供しています。
　　　　定期預金　　　6,131,7００千円（信用事業借入金担保）

13　　子会社等に対する金銭債権・金銭債務の総額
　　　子会社等に対する金銭債権の総額	 2,781,4９2千円
　　　子会社等に対する金銭債務の総額	 3０3,９９５千円

14　　役員に対する金銭債権・金銭債務の総額
　　　理事および監事に対する金銭債権の総額	 176,13５千円
　　　理事および監事に対する金銭債務の総額	 －千円

1５　　貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳
　　　貸出金のうち、破綻先債権額は2,24５千円、延滞債権額は2,９12,474千円です。 3ヵ月以上延滞債権はありません。貸出条件緩和債権額は1.662千円です。

破綻先債権額、延滞債権額、 3ヵ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は2,９16,381千円（Ａ）です。
　注 1）破綻先債権
　　　　未収利息を計上しなかった貸出金のうち、「更生手続開始の申立て」、「民事再生法の規定による再生手続開始の申立て」、「破産法の規定による破産

の申立て」、「特別清算開始の申立て」等があった債務者等破綻先に対する貸出金残高です。
　注 2）延滞債権
　　　　未収利息不計上貸出金であって、「破綻先債権」およ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もの以外の貸出

金残高です。
　　　　※　金融検査マニュアルの規定に基づき、原則として資産自己査定における債務者ごとに「未収利息不計上貸出金」を判定しています。
　注 3） 3ヵ月以上延滞債権
　　　　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残高（注 1、注 2に掲げるものを除く。）です。
　注 4）貸出条件緩和債権
　　　　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り

決めを行った貸出金残高（注 1、注 2および注 3に掲げるものを除く。）です。

－ 38 －



　　　なお、上記債権額に対しては、次のとおり保全がされています。

　　　担保・保証により保全されている額	 2,6９2,９００千円
　　　個別貸倒引当金で引当されている額	 223,387千円
　　　一般貸倒引当金で引当されている額	 ９4千円
　　　保全されている額合計	 2,９16,381千円（Ｂ）
　　　したがって、保全率（Ｂ）／（Ａ）は1００％となっております。

16　　土地再評価差額金の会計処理
　　　「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）および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土

地の再評価を行い、再評価差額については、当該再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います。
⑴　再評価を行った年月日　　　平成11年 1 月31日

⑵　再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額　　　　1,９1０,713千円

⑶　同法律第 3条 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 3号に定める、当該事業用土地について地方税法第341条第1０号の

土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

○　損益計算書に係る注記

17　　子会社等との取引高の総額
　　⑴　子会社等との取引による収益総額	 1,244,466千円
　　　　うち事業取引高	 1,127,7０8千円
　　　　うち事業取引以外の取引高	 116,7５8千円

⑵　子会社等との取引による費用総額	 1,716,783千円
　　　　うち事業取引高	 1,71０,９8０千円
　　　　うち事業取引以外の取引高	 ５,8０3千円

18　　固定資産の減損会計
　　　当組合では、収支を把握している単位を基礎としてグルーピングを実施した結果、一般資産については、相互補完的な関係にある支所・施設等につい

てグルーピングを行っています。また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、個々をグルーピングの最小単位としています。
　　　なお、本所については、共用資産と認識しており、営農関連施設については、営農指導・販売を通じて地区内の農業振興と組合員の営農の向上に寄与

していることから全体または各地区の共用資産として認識しています。

⑴　減損損失を認識した資産または資産グループ
　　　　当事業年度に減損を計上した固定資産は、以下の通りです。

施　設　名 種　類 備　考

山之口給油所 土地

庄内澱粉工場跡地 土地 遊休

花木倉庫 土地 遊休

西岳稚蚕飼育所 土地 遊休

⑵　減損損失の認識に至った経緯
　　　　山之口給油所については当該店舗の営業収支が2期連続赤字であると同時に、短期的に業績の回復が見込まれないことから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当事業年度減少額を減損損失として認識しました。
　　　　庄内澱粉工場跡地、花木倉庫、西岳稚蚕飼育所は、遊休資産であることから、処分可能価額で評価しその差額を減損損失として認識しました。

⑶　減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と固定資産の種類ごとの内訳
　　　　山之口給油所	 221千円（土地	 221千円）
　　　　庄内澱粉工場跡地	 1千円（土地	 1千円）
　　　　花木倉庫	 ５68千円（土地	 ５68千円）
　　　　西岳稚蚕飼育所	 ９1９千円（土地	 	９1９千円）

⑷　回収可能価額の算定方法
　　　　山之口給油所、庄内澱粉工場跡地、花木倉庫、西岳稚蚕飼育所の回収可能価額は、正味売却可能価額を採用しており、その時価は固定資産税評価額

に基づき算定しています。

○　金融商品に関する注記

1９　　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企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を、宮崎県信用農業協同組合

連合会へ預けているほか、国債などの有価証券による運用を行っています。
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　　⑵　金融商品の内容およびそのリスク
　　　当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、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晒されています。
　　　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、金利の変動リスクおよび市場

価格の変動リスクに晒されています。
　　　事業債権である経済事業未収金は、組合員等の信用リスクに晒されています。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　　①信用リスクの管理
　　　　当組合は、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

を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先の財務状況等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て、与信判定を行っています。貸出取引において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
に行っています。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、資産および財務の健全化に努めています。

　　　②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、収益化およ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およ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、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換およ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およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。
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権、貸出金、貯金および借入金です。
　　　　当組合では、これらの金融資産およ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０.５５％上昇したものと想定した場合には、経済価値が

42９,９38千円減少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、分割実行案件に係る未実行金額についても含めて計算しています。

　③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。

　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（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、異なる前提条件などによった場合、当該価額が異
なることもあります。

　　2０　　金融商品の時価等に関する事項
⑴　金融商品の貸借対照表計上額および時価等

　　　　当事業年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、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⑶に記載しています。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時　価 差　額

預金 89,980,661 89,896,182 △	84,479
有価証券
　その他有価証券 3,068,113 3,068,113 －
貸出金（※１） 36,186,325
　貸倒引当金（※₂） △	445,715
　貸倒引当金控除後 35,740,610 37,202,790 1,462,180
経済事業未収金 4,021,652
　貸倒引当金（※₃） △	537,780
　貸倒引当金控除後 3,483,872 3,483,872 －
経済受託債権 1,393,491
　貸倒引当金（※₄） △	5,545
　貸倒引当金控除後 1,387,946 1,387,946 －

資産計 133,661,202 135,038,903 1,377,701
貯金 133,876,086 133,877,531 1,445
借入金 3,638,953 3,645,124 6,171
経済事業未払金 1,845,265 1,845,265 －
経済受託債務 1,246,559 1,246,559 －

負債計 140,606,863 140,614,479 7,616

－ 40 －



（※ 1）貸出金には、貸借対照表上、雑資産に計上している職員厚生貸付金1,５61千円を含めています。
（※ 2）貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。
（※ 3）経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。
（※ 4）経済受託債権に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。

⑵　金融商品の時価等の算定方法
　　【資産】
　　　①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。
　　　②有価証券
　　　　債券は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっています。
　　　③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、貸出金の種類およ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、未実行額も含めた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などについて、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。
　　　④経済事業未収金
　　　　経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　　　　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、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。
　　　⑤経済受託債権
　　　　経済受託債権については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　　　　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、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】
　　　①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。

　　　②借入金
　　　　借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当組合の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿

価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。
　　　　固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の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

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
　　　③経済事業未払金
　　　　経済事業未払金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　　　④経済受託債務
　　　　経済受託債務については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

⑶　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通りであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資（※１） 8,005,268

　外部出資等損失引当金 △	4,328

　外部出資等損失引当金控除後 8,000,940

合　　計 8,000,940

　　（※ 1）　外部出資は全て、市場価格のある株式以外のものであり、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、時価開示の対象とはして
いません。

⑷　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

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

預金 89,980,661 － － － － －

貸出金（※１，₂） 8,863,477 5,098,648 3,781,915 1,910,305 1,679,796 14,530,738

有価証券
　その他有価証券の
　うち満期があるもの 400,000 400,000 400,000 300,000 － 1,400,000

経済事業未収金（※₃） 3,424,037 － － － － －

経済受託債権（※₄） 1,392,625 － － － － －

合　計 104,060,800 5,498,648 4,181,915 2,210,305 1,679,796 15,930,738

－ 41 －



　　（※ 1）　貸出金のうち、当座貸越2,474,332千円、営農貸越飼料13０,264千円および職員厚生貸付金1,５61千円については「 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ヵ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等321,446千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。
　　（※ 3）　経済事業未収金のうち、破綻懸念先、実質破綻先および破綻先に対する債権等５９7,61５千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。
　　（※ 4）　経済受託債権のうち、破綻懸念先、実質破綻先および破綻先に対する債権866千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。

⑸　借入金およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）
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

貯金（※１） 122,284,504 4,819,280 6,446,715 224,159 101,428 －

借入金（※₂） 874,584 727,882 625,467 211,117 182,730 1,017,173

経済事業未払金 1,845,265 － － － － －

経済受託債務 1,246,559 － － － － －

合　計 126,250,912 5,547,162 7,072,182 435,276 284,158 1,017,173

　　（※ 1）　貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めて開示しています。
　　（※ 2）　借入金のうち、宮崎県からの借入金347,3９6千円については「 1年以内」に含めています。期限のない劣後特約付借入金については、 ５年超に

含めています。

○　有価証券に関する注記

　　21　　有価証券の時価および評価差額に関する事項
⑴　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または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

種類 取得原価または
償 却 原 価 貸借対照表計上額 差額（※）

貸借対照表計上額が
取得原価または償却
原価を超えるもの

国　債 2,900,900 3,068,113 167,213

合　計 2,900,900 3,068,113 167,213

　　（※）　なお、上記評価差額から繰延税金負債46,2５1千円を差し引いた額12０,９62千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

　　22　　当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

種類 売却額 売却益 売却損

国　債 199,262 8,938 －

合　計 199,262 8,938 －

○　退職給付に関する注記

23　　退職給付に係る事項
⑴　採用している退職給付制度の概要

　　　　職員の退職給付にあてるため、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、同規程に基づく退職給付の
一部にあてるため、全国農林漁業団体共済会との契約による退職金共済制度を採用しています。

　　　　なお、正職員以外の退職給付引当金および退職給付費用の計算には、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。

⑵　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（原則法）
　　　　　期首における退職給付債務		 3,233,6５1千円
　　　　　　勤務費用		 186,71５千円
　　　　　　利息費用	 22,63５千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額	 △	41,42０千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　　　△	333,4５3千円　
　　　　　期末における退職給付債務	 3,０68,128千円

⑶　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表（簡便法）
　　　　　期首における退職給付引当金	 76,7０3千円
　　　　　　退職給付費用	 ５,7９９千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　　　　　△	8,９31千円　
　　　　　期末における退職給付引当金	 73,５71千円

－ 42 －



⑷　年金資産の期首残高と期末残高の調整表（原則法）
　　　　　期首における年金資産	 2,０61,22０千円
　　　　　　期待運用収益	 22,21９千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額	 △	５,11５千円
　　　　　　特定退職共済制度への拠出金	 12９,74９千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　　　△	23９,41０千円　
　　　　　期末における年金資産	 1,９68,663千円

⑸　退職給付債務およ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（原則法）
　　　　　　退職給付債務	 3,０68,128千円
　　　　　　特定退職共済制度	 　　　　△	1,９68,663千円　
　　　　　　未積立退職給付債務	 1,０９９,46５千円
　　　　　　会計基準変更時差異の未処理額	 　　　　△	6,860千円　
　　　　　　貸借対照表計上額純額	 　　　1,092,605千円　
　　　　　　　退職給付引当金	 1,０９2,6０５千円

⑹　退職給付債務およ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（簡便法）
　　　　　　退職給付債務	 188,５42千円
　　　　　　特定退職共済制度	 　　　△	114,９71千円　
　　　　　　未積立退職給付債務	 　　　　　73,５71千円　
　　　　　　　退職給付引当金	 73,５71千円

⑺　退職給付費用およびその内訳項目の金額（原則法）
　　　　　　勤務費用	 186,71５千円
　　　　　　利息費用	 22,636千円
　　　　　　期待運用収益	 △	22,21９千円
　　　　　　数理計算上の差異の費用処理額	 △	36,3０５千円
　　　　　　会計基準変更時差異の費用処理額	 　　　　　6,86０千円　
　　　　　　　　　合計	 1５7,687千円

⑻　退職給付に関連する損益（簡便法）
　　　　　　簡便法で計算した退職給付費用	 7,５66千円

⑼　年金資産の主な内訳
　　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
　　　　　　債権	 7９％
　　　　　　年金保険投資	 18％
　　　　　　現金および預金	 　　　3％　
　　　　　　　　合計	 1００％

⑽　長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
　　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待さ

れる長期の収益率を考慮しています。

　⑾　割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
　　　　　割引率	 ０.7％
　　　　　長期期待運用収益率	 1.０8％

　注）早期退職優遇制度に備えるための引当36,173千円を別途行っており、上記の原則法、簡便法および当該引当金額1,166,176千円の合計額1,2０2,34９千円が、
貸借対照表上の退職給付引当金1,2０2,34９千円と一致しております。

　　24　　特例業務負担金の金額
　　　人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度およ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）がおこな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44,7５2千
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27年 3 月現在における平成44年 3 月までの特例業務負担金の将来見込額は、672,688千円となっています。

－ 43 －



○　税効果会計に関する注記

　　2５　　繰延税金資産および繰延税金負債の内訳
（単位：千円）

項　　　　　　目 平成27年度
繰延税金資産
　貸倒引当金超過額 237,063
　退職給付引当金超過額 332,570
　債権処理加算額 208,577
　賞与引当金超過額 55,062
　減価償却引当金超過額 26,392
　睡眠貯金加算額 11,039
　土地加算額 9,948
　未収利息加算額 5,669
　未払事業税 1,646
　優良雌牛補助金加算額 2,666
　資産除去債務 1,527
　電話加入権 1,828
　牛繁殖家畜補助金加算額 3,394
　外部出資等損失引当金超過額 1,197
　販売手数料加算額 1,087
　繁殖雌牛増頭支援対策費加算額 293
　その他 41
繰延税金資産小計 899,999
　評価性引当額 △	459,567
繰延税金資産合計 440,432
繰延税金負債	
　その他有価証券評価差益 △	46,251
繰延税金負債合計 △	46,251
繰延税金資産の純額 394,181

　　26　　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
項　　　　　　目 平成27年度

法定実効税率 27.66％
（調整）
　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.89％
　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △	1.64％
　住民税均等割等 0.47％
　事業分量配当 △	2.07％
　評価性引当額の増減 △	13.80％
　その他 △	0.07％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 11.44％
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注記表
　　◆平成26年度
○　重要な会計方針に係る事項に関する注記

　　 1 　記載金額の端数処理
　　　貸借対照表、損益計算書およびこれらに関する附属明細書の記載金額は、千円単位により四捨五入をして表示しています。

　　 2 　有価証券の評価基準および評価方法
　　⑴　子会社株式等　　　　　　：　移動平均法による原価法
　　⑵　その他有価証券　
　　　　①時価のあるもの　　　　：　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）
　　　　②時価のないもの　　　　：　移動平均法による原価法

　　 3 　棚卸資産の評価基準および評価方法
　　　購買品………………………………………………………………売価還元法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
　　　購買品（燃料・プロパン）………………………………………最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
　　　牛……………………………………………………………………個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
　　　利用・加工品………………………………………………………最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

　　 4 　固定資産の減価償却の方法
　　⑴　有形固定資産
　　　①建物
　　　　ａ）平成1０年 3 月31日以前に取得したもの　：　旧定率法
　　　　ｂ）平成1０年 4 月 1 日から平成1９年 3 月31日までに取得したもの　：　旧定額法
　　　　ｃ）平成1９年 4 月 1 日以後に取得したもの　：　定額法

　　　②建物（建物附属設備を除く）以外
　　　　ａ）平成1９年 3 月31日以前に取得したもの　：　旧定率法
　　　　ｂ）平成1９年 4 月 1 日以後に取得したもの　：　定率法

　　　　　なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。
　　　　　また、取得価額1０万円以上2０万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、 3年間で均等償却を行っています。

　　⑵　無形固定資産　：　定額法
　　　　なお、当組合利用ソフトウエアについては、当組合における利用可能期間（ ５年）に基づく定額法により償却しています。

　　 ５ 　引当金の計上基準
　　⑴　貸倒引当金
　　　　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・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（破綻先）に係る債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）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およ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

見込額およ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、貸倒実績率に基づく予想損失率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を計上しています。
　　　　この基準に基づき、当事業年度は予想損失率で算定した金額に基づき計上しています。
　　　　すべての債権は、資産査定要領に基づき、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。

　　⑵　賞与引当金
　　　　職員に対して支給する賞与の支出にあてるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

　　⑶　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および年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を

計上しています。当組合は正職員について原則法を採用し、それ以外の職員について簡便法を採用しております。
　　　　なお、会計基準変更時差異（1０2,９５3千円）については、1５年による按分額を費用処理しています。数理計算上の差異については、発生した年度に

一括して費用処理しています。

　　⑷　外部出資等損失引当金
　　　　当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同様の方法により、株式以外のものにつ

いては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上しています。

　　⑸　子会社等支援引当金
　　　　子会社等の再建に伴う親組合としての支援損失に備えるため、当該子会社等の財政状態等を勘案し、損失見積額を計上しています。

　　 6 　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、平成2０年度以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。
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　　 7 　消費税および地方消費税の会計処理の方法
　　　消費税および地方消費税の会計処理は、都度税抜方式によっております。

○　貸借対照表に関する注記

　　 8 　有形固定資産に係る圧縮記帳額
　　　土地収用法の適用、または国庫補助金等の受領により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2,1９０,０4９千円であり、その内訳は次のと

おりです。
　　　　建物・建物附属設備	 1,189,952千円
　　　　構築物	 143,192千円
　　　　車両運搬具	 8,316千円
　　　　工具・器具	 108,107千円
　　　　機械・装置	 702,888千円
　　　　土地	 37,594千円

　　 ９ 　減損損失累計額
　　　減価償却累計額には、減損損失累計額1５2,０37千円が含まれております。

　　1０　リース契約により使用する重要な固定資産
　　　貸借対照表に計上した固定資産のほか、ホストコンピューター 1セット、サーバー 2台、ＪＡＳＴＥＭ端末機44台、ＡＴＭ21台、ＰＯＳ端末機1５台、

自動車2０９台等については、リース契約により使用しています。

　　11　担保に供している資産
　　　定期預金の一部6,131,7００千円は、信用事業借入金3,０００,０００千円の担保に供しております。

　　12　子会社等に対する金銭債権・金銭債務の総額
　　　子会社等に対する金銭債権の総額	 2,591,611千円
　　　子会社等に対する金銭債務の総額	 195,575千円

　　13　役員に対する金銭債権・金銭債務の総額
　　　理事および監事に対する金銭債権の総額	 320,302千円
　　　理事および監事に対する金銭債務の総額	 －千円

　　14　貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳
　　　貸出金のうち、破綻先債権額は2,646千円、延滞債権額は2,９61,０９3千円です。 3ヵ月以上延滞債権は－千円、貸出条件緩和債権額は24０千円です。破綻

先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は2,９63,９7９千円（Ａ）です。
注 1）破綻先債権
　　　未収利息を計上しなかった貸出金のうち、「更生手続開始の申立て」、「民事再生法の規定による再生手続開始の申立て」、「破産法の規定による破産の

申立て」、「特別清算開始の申立て」等があった債務者等破綻先に対する貸出金残高です。
注 2）延滞債権
　　　未収利息不計上貸出金であって、「破綻先債権」およ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もの以外の貸出金

残高です。
　　　※　金融検査マニュアルの規定に基づき、原則として資産自己査定における債務者ごとに「未収利息不計上貸出金」を判定しています。
注 3） 3ヵ月以上延滞債権
　　　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残高（注 1、注 2に掲げるものを除く。）です。
注 4）貸出条件緩和債権
　　　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り決

めを行った貸出金残高（注 1、注 2および注 3に掲げるものを除く。）です。

　　なお、上記債権額に対しては、次のとおり保全がされています。

　　担保・保証により保全されている額	 2,7０4,23９千円
　　個別貸倒引当金で引当されている額	 2５９,723千円
　　一般貸倒引当金で引当されている額	 17千円
　　保全されている額合計	 2,９63,９7９千円（Ｂ）
　　したがって、保全率（Ｂ）／（Ａ）は100.0％となっております。

　　1５　土地再評価差額金の会計処理
　　　「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）および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土

地の再評価を行い、再評価差額については、当該再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います。

　　⑴　再評価を行った年月日　　　平成11年 1 月31日

　　⑵　再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額　　　1,7５3,９５５千円

　　⑶　同法律第 3条 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 3号に定める、当該事業用土地について地方税法第341条第1０号の

土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。
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○　損益計算書に係る注記

　　16　子会社等との取引高の総額
　　⑴　子会社等との取引による収益総額	 1,343,86０千円
　　　　うち事業取引高	 1,1９５,33９千円
　　　　うち事業取引以外の取引高	 148,５21千円

　　⑵　子会社等との取引による費用総額	 1,66０,3５8千円
　　　　うち事業取引高	 1,6５4,９74千円
　　　　うち事業取引以外の取引高	 ５,384千円

　　17　固定資産の減損会計
　　　当組合では、収支を把握している単位を基礎としてグルーピングを実施した結果、一般資産については、相互補完的な関係にある支所・施設等につい

てグルーピングを行っています。また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、個々をグルーピングの最小単位としています。
　　　なお、本所については、共用資産と認識しており、営農関連施設については、営農指導・販売を通じて地区内の農業振興と組合員の営農の向上に寄与

していることから全体または各地区の共用資産として認識しています。

　　⑴　減損損失を認識した資産または資産グループ
　　　　当期に減損を計上した固定資産は、以下の通りです。

施　設　名 種　類 備　考

早鈴給油所 土地

山之口給油所 土地

庄内澱粉工場跡地 土地 遊休

　　⑵　減損損失の認識に至った経緯
　　　　早鈴給油所、山之口給油所については当該店舗の営業収支が 2期連続赤字であると同時に、短期的に業績の回復が見込まれないことから、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失として認識しました。
　　　　庄内澱粉工場跡地は、遊休資産であることから、処分可能価額で評価しその差額を減損損失として認識しました。

　　⑶　減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と固定資産の種類ごとの内訳
　　　　早鈴給油所	 ９3５千円（土地　　　935千円）
　　　　山之口給油所	 33０千円（土地　　　33０千円）
　　　　庄内澱粉工場跡地	 4５8千円（土地　　　4５8千円）

　　⑷　回収可能価額の算定方法
　　　　早鈴給油所、山之口給油所、庄内澱粉工場跡地の回収可能価額は、正味売却可能価額を採用しており、その時価は固定資産税評価額に基づき算定し

ています。

○　金融商品に関する注記

　　18　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企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を、宮崎県信用農業協同組合

連合会へ預けているほか、国債などの有価証券による運用を行っています。

　　⑵　金融商品の内容およびそのリスク
　　　　当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、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晒されています。
　　　　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、金利の変動リスクおよび市

場価格の変動リスクに晒されています。
　　　　事業債権である経済事業未収金は、組合員等の信用リスクに晒されています。

　　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　　①信用リスクの管理
　　　　当組合は、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

を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先の財務状況等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て、与信判定を行っています。貸出取引において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
に行っています。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、資産および財務の健全化に努めています。

　　　②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、収益化およ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。
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　　　　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およ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、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換およ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およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。
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、貸出金、貯金および借入金です。
　　　　当組合では、これらの金融資産およ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０．32％上昇したものと想定した場合には、経済価値が

271,7５6千円減少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。

　　　③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。

　　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（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などを採用しているため、異なる前提条件などによった場合、当該価額が
異なることもあります。

　　1９　金融商品の時価等に関する事項
　　⑴　金融商品の貸借対照表計上額および時価等
　　　　当事業年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、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⑶に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

預金 81,445,620 81,377,657 △	67,963

有価証券

　その他有価証券 3,040,316 3,040,316 －

貸出金（※１） 36,664,578

　貸倒引当金（※₂） △	482,746

　貸倒引当金控除後 36,181,832 37,494,029 1,312,197

経済事業未収金 4,643,114

　貸倒引当金（※₃） △	866,863

　貸倒引当金控除後 3,776,251 3,776,251 －

経済受託債権 1,735,478

　貸倒引当金（※₄） △	5,831

　貸倒引当金控除後 1,729,647 1,729,647 －

資産計 126,173,666 127,417,900 1,244,234

貯金 126,070,183 126,015,679 △	54,504

借入金 3,370,928 3,360,929 △	9,999

経済事業未払金 1,802,807 1,802,807 －

経済受託債務 1,515,183 1,515,183 －

負債計 132,759,101 132,694,598 △	64,503

　　　（※ 1）貸出金には、貸借対照表上、雑資産に計上している職員厚生貸付金2,122千円を含めています。
　　　（※ 2）貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。
　　　（※ 3）経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。
　　　（※ 4）経済受託債権に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。

　　⑵　金融商品の時価等の算定方法
　　【資産】
　　　①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。
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　　　②有価証券
　　　　債券は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっています。
　　　③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、貸出金の種類およ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、未実行額も含めた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などについて、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。
　　　④経済事業未収金
　　　　経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　　　　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、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。
　　　⑤経済受託債権
　　　　経済受託債権については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　　　　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、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】
　　　①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。

　　　②借入金
　　　　借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当組合の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿

価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。
　　　　固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の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

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
　　　③経済事業未払金
　　　　経済事業未払金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　　　④経済受託債務
　　　　経済受託債務については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

　　⑶　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通りであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資（※１） 7,885,094

　外部出資等損失引当金 △	4,725

　外部出資等損失引当金控除後 7,880,369

合　　計 7,880,369

　　（※ 1）外部出資は全て、市場価格のある株式以外のものであり、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、時価開示の対象とはして
いません。

　　⑷　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

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

預金 79,745,620 1,700,000 － － － －

貸出金（※１，₂） 9,551,014 4,690,114 3,226,815 2,048,852 1,739,374 14,992,542

有価証券
　その他有価証券の
　うち満期があるもの

300,000 400,000 400,000 400,000 300,000 1,100,000

経済事業未収金（※₃） 3,708,359 － － － － －

経済受託債権（※₄） 1,735,478 － － － － －

合　計 95,040,471 6,790,114 3,626,815 2,448,852 2,039,374 16,092,542

　　（※ 1）貸出金のうち、当座貸越2,83９,０16千円、営農貸越飼料173,５2０千円および職員厚生貸付金2,122千円については「 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ヵ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等41５,867千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。
　　（※ 3）経済事業未収金のうち、破綻懸念先、実質破綻先および破綻先に対する債権等９34,7５５千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。
　　（※ 4）経済受託債権のうち、破綻懸念先、実質破綻先および破綻先に対する債権等はありません。
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　　⑸　借入金およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）
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

貯金（※１） 121,377,940 2,334,141 2,005,045 169,283 183,774 －
借入金（※₂） 727,337 532,719 425,201 327,920 205,894 1,151,857
経済事業未払金 1,802,807 － － － － －
経済受託債務 1,515,183 － － － － －

合　計 125,423,267 2,866,860 2,430,246 497,203 389,668 1,151,857
　　　（※ 1）貯金のうち、要求払貯金については「 1年以内」に含めて開示しています。
　　　（※ 2）借入金のうち、宮崎県からの借入金24５,848千円については「 1年以内」に含めています。期限のない劣後特約付借入金については、 ５年超に

含めています。

○有価証券に関する注記

　　2０　有価証券の時価、評価差額に関する事項
　　⑴　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または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

種類 取得原価または
償 却 原 価 貸借対照表計上額 差額（※）

貸借対照表計上額が
取得原価または償却
原価を超えるもの

国　債 2,901,581 3,040,316 138,735

合　計 2,901,581 3,040,316 138,735

　　　（※）なお、上記評価差額から繰延税金負債38,374千円を差し引いた額1００,361千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

○　退職給付に関する注記

　　21　退職給付に係る事項
　　⑴　採用している退職給付制度の概要
　　　　職員の退職給付にあてるため、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、同規程に基づく退職給付の

一部にあてるため、全国農林漁業団体共済会との契約による退職金共済制度を採用しています。
　　　　なお、正職員以外の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。

　　⑵　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（原則法）
　　　　　期首における退職給付債務	 2,987,943千円
　　　　　　勤務費用	 153,145千円
　　　　　　利息費用	 56,770千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額	 14,066千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　		△	436,189千円	
　　　　　期末における退職給付債務	 2,775,735千円

　　⑶　年金資産の期首残高と期末残高の調整表（原則法）
　　　　　期首における年金資産	 2,210,313千円
　　　　　　期待運用収益	 23,692千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額	 	△	3,611千円
　　　　　　特定退職共済制度への拠出金	 128,520千円
　　　　　　退職給付の支払額	 							△	297,695千円	
　　　　　期末における年金資産	 2,061,219千円

　　⑷　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表（簡便法）
　　　　　期首における退職給付引当金	 77,316千円
　　　　　　退職給付費用	 6,821千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　								△	7,434千円	
　　　　　期末における退職給付引当金	 76,703千円
　
　　⑸　退職給付債務およ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
　　　　　　退職給付債務（原則法）	 2,775,736千円
　　　　　　　　　　　　（簡便法）	 183,740千円
　　　　　　特定退職共済制度（原則法）	 	△	2,061,219千円
　　　　　　　　　　　　　　（簡便法）	 								△	107,038千円	
　　　　　　未積立退職給付債務	 791,219千円
　　　　　　会計基準変更時差異の未処理額	 									△	13,720千円	
　　　　　　貸借対照表計上額純額	 777,499千円
　　　　　　　退職給付引当金（原則法）	 700,796千円
　　　　　　　　　　　　　　（簡便法）	 76,703千円
　　　　注）早期退職優遇制度に備えるための引当５1,９73千円を別途行っており、上記の原則法、簡便法および当該引当金額５1,９73千円の合計額82９,472千円が、

貸借対照表上の退職給付引当金829,472千円と一致しております。
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　　⑹　退職給付費用およびその内訳項目の金額
　　　　　　勤務費用（原則法）	 153,145千円
　　　　　　　　　　（簡便法）	 6,821千円
　　　　　　利息費用	 56,770千円
　　　　　　期待運用収益	 	△	23,692千円
　　　　　　数理計算上の差異の費用処理額	 17,677千円
　　　　　　会計基準変更時差異の費用処理額	 　						　　6,860千円	
　　　　　　　　　小計	 217,581千円
　　　　　　早期退職優遇制度繰入	 51,973千円
　　　　　　臨時に支払った退職金	 　						　　　15千円	
　　　　　　　　　合計	 269,569千円

　　⑺　年金資産の主な内訳
　　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
　　　　　　債権	 81％
　　　　　　年金保険投資	 16％
　　　　　　現金および預金	 	　　　　　3％	
　　　　　　　　合計	 100％

　　⑻　長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
　　　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待

される長期の収益率を考慮しています。

　　⑼　割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
　　　　　　割引率	 1.9％
　　　　　　長期期待運用収益率	 1.0％

　　22　特例業務負担金の金額
　　　人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度およ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）がおこなう特例年金等の業務に要する費用にあてるため拠出した特例業務負担金4５,５88千円を
含めて計上しています。

　　　なお、同組合より示された平成26年 3 月現在における平成44年３月までの特例業務負担金の将来見込額は、7０2,467千円となっています。

○　税効果会計に関する注記

　　23　繰延税金資産および繰延税金負債の内訳
（単位：千円）

項　　　　　　目 平成26年度
繰延税金資産
　貸倒引当金超過額 339,046
　退職給付引当金超過額 229,432
　債権処理加算額 173,666
　賞与引当金超過額 45,743
　減価償却引当金超過額 32,334
　土地加算額 9,887
　睡眠貯金加算額 6,393
　未収利息加算額 5,907
　子会社等支援引当金超過額 15,324
　未払事業税 3,028
　優良雌牛補助金加算額 3,872
　資産除去債務 3,456
　雑損失加算額 10,405
　電話加入権 1,828
　繁殖雌牛増頭支援対策費加算額 6,086
　外部出資等損失引当金 1,307
　牛繁殖家畜補助金加算額 2,639
　販売手数料加算額 1,095
　その他 162
繰延税金資産小計 891,610
評価性引当額 △	539,825
繰延税金資産合計 351,785
繰延税金負債	
　その他有価証券評価差益 △	38,374
繰延税金負債合計 △	38,374
繰延税金資産の純額 313,411
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　24　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
項　　　　　　目 平成26年度

法定実効税率 29.40％
（調整）
　交際費等永久に損金に算入されない項目 1.56％
　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △	2.75％
　住民税均等割等 0.74％
　事業分量配当 △	2.85％
　評価性引当額の増減 △	1.88％
　税率変更による期末繰延税金資産の修正 2.21％
　その他 △	0.25％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.18％

　25　税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響額
　　　平成26年 3 月の税制改正により、「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方法人税法」、「地方法人税等の一部を改正する法律」等が公布されました。
　　　これに伴い、繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率が前事業年度の29.40％から27.66％に変更され、また、繰延税金負債については前事業年度

の27.61％から27.66％に変更されております。
　　　その結果、繰延税金資産が8,095千円減少し、再評価に係る繰延税金負債が1,385千円増加し、土地再評価差額金が1,385千円、その他有価証券評価差額

金が69千円それぞれ減少し、法人税等調整額が8,095千円増加しています。
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