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連結注記表
◆＜平成29年度＞
○連結決算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
1　連結の範囲に関する事項

　　　　子会社は全て連結しています。
　　　　連結子会社の数　　　：　4社
　　　　連結子会社の名称　　：　株式会社　協同商事　　株式会社　都城くみあい食品　　
　　　　　　　　　　　　　　　　有限会社　アグリセンター都城　　有限会社　Mの国牧場

2　持分法の適用に関する事項
　　　　持分法適用の非連結子会社、関連会社はありません。

3　連結される子会社の事業年度に関する事項
　　　　全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。

4　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
　　　　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

5　連結調整勘定の償却に関する事項
　　　　連結調整勘定は、平成14年度で全額償却しています。

6　剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
　　　　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。

7　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲
　　　　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引出し可能な預金からなっています。

○　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）
　　　　子会社棚卸資産…………………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建物附属設備及び構築物
　　　　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 日から平成28年 3 月31日までに取得したもの　：　定率法
　　　　ｃ）平成28年 4 月 1 日以後に取得したもの　：　定額法

　　　③上記以外のもの
　　　　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
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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、貸倒実績率等で算定した金額を計上しています。
　　　　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、それ以外の職員及び子会社の従業員については、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。

　　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。

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、税抜方式によっております。

○　貸借対照表に関する注記

1　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3,422,464千円であり、その内訳は次の

とおりです。
　　　　　　建物・建物附属設備	 1,648,112千円
　　　　　　構築物	 150,404千円
　　　　　　車両運搬具	 8,316千円
　　　　　　工具・器具	 109,508千円
　　　　　　機械・装置	 1,453,082千円
　　　　　　土地	 53,042千円

2　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。

3　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46台、ATM22台、POS端末機15台、自

動車266台等については、リース契約により使用しています。

4　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）

5　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	 159,835千円
　　　　理事および監事に対する金銭債務の総額	 －千円

6　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9,868千円、延滞債権額は2,424,409千円です。 3ヵ月以上延滞債権は－千円、貸出条件緩和債権額は3,517千円です。

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2,437,794千円（A）です。
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　　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	 2,266,609千円
　　　　　個別貸倒引当金で引当されている額	 171,078千円
　　　　　一般貸倒引当金で引当されている額	 107千円
　　　　　保全されている額合計	 2,437,794千円（B）
　　　　　したがって、保全率（B）/（A）は100%となっております。

7　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1,505,953千円

　　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。

○　有価証券に関する注記

1　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 2,599,152 2,776,550 177,398

合　計 2,599,152 2,776,550 177,398

（※）なお、上記評価差額から繰延税金負債49,139千円を差し引いた額128,259千円が、「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

1　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	 2,942,280千円
　　　　　　勤務費用	 168,474千円
　　　　　　利息費用	 20,596千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額	 　　△　39,047千円　
　　　　　　退職給付の支払額	 　　△　227,880千円　
　　　　　期末における退職給付債務	 2,864,423千円

　　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	 71,350千円
　　　　　　退職給付費用	 15,802千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　△　10,704千円　
　　　　　　特定退職共済制度への拠出金	 　　　△　8,856千円　
　　　　　期末における退職給付引当金	 67,592千円
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　　⑷　年金資産の期首残高と期末残高の調整表
　　　　　期首における年金資産	 1,911,332千円
　　　　　　期待運用収益	 18,823千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額	 △　7,160千円　
　　　　　　特定退職共済制度への拠出金	 130,428千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　△　165,090千円　
　　　　　期末における年金資産	 1,888,333千円

　　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	 2,864,423千円
　　　　　　特定退職共済制度	 　△　1,888,333千円　
　　　　　　未積立退職給付債務	 　　　　　　976,090千円　
　　　　　　貸借対照表計上額純額	 　　　　　　976,090千円　
　　　　　　　退職給付引当金	 976,090千円

　　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	 189,070千円
　　　　　　特定退職共済制度	 　　△　121,478千円　
　　　　　　未積立退職給付債務	 　　　　　　　　67,592千円　
　　　　　　　退職給付引当金	 67,592千円

　　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	 168,474千円
　　　　　　利息費用	 20,596千円
　　　　　　期待運用収益	 　　△　18,823千円　
　　　　　　数理計算上の差異の費用処理額	 　　△　31,887千円　
　　　　　　　　　合計	 138,360千円

　　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	 15,802千円

　　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。
　　　　　　債券	 73%
　　　　　　年金保険投資	 21%
　　　　　　現金および預金	 4%
　　　　　　その他	 　　　　2%　
　　　　　　　　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	 0.95%

　　注）早期退職優遇制度に備えるための引当80,445千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80,445千円の合計額が、貸借対照表
上の退職給付引当金1,124,127千円と一致しております。

2　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
42,807千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29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、596,031千円となっています。
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○　税効果会計に関する注記

1　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29年度

繰延税金資産

　退職給付引当金超過額 310,200

　債権処理加算額 190,488

　貸倒引当金超過額 186,406

　賞与引当金超過額 55,797

　決算手当加算額 22,254

　減価償却引当金超過額 20,924

　園芸対策基金加算額 11,957

　睡眠貯金加算額 11,366

　土地加算額 9,962

　未収利息加算額 5,112

　牛繁殖家畜補助金加算額 4,459

　未払事業税 3,894

　電話加入権 1,831

　販売手数料加算額 1,052

　和牛せり市補償対策基金加算額 691

　外部出資等損失引当金超過額 486

　繁殖雌牛導入保留事業加算額 352

　期日指定定期利息超過加算額 29

　その他 1

繰延税金資産小計 837,261

評価性引当額 △	399,143

繰延税金資産合計 438,118

繰延税金負債	

　その他有価証券評価差額金 △	49,139

繰延税金負債合計 △	49,139

繰延税金資産の純額 388,979
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連結注記表
◆＜平成28年度＞
○　連結決算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
1 　 連結の範囲に関する事項

　　　　子会社は全て連結しています。
　　　　連結子会社の数　　　：　 4社
　　　　連結子会社の名称　　：　株式会社　協同商事　　株式会社　都城くみあい食品　
　　　　　　　　　　　　　　　　有限会社　アグリセンター都城　　有限会社　Ｍの国牧場

2 　 持分法の適用に関する事項
　　　　持分法適用の非連結子会社、関連会社はありません。

3 　 連結される子会社の事業年度に関する事項
　　　　全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。

4 　 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
　　　　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

5 　 連結調整勘定の償却に関する事項
　　　　連結調整勘定は、平成14年度で全額償却しています。

6 　 剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
　　　　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。

7 　 連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲
　　　　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引出し可能な預金からなっています。

○　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建物附属設備及び構築物
　　　　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 日から平成28年 3 月31日までに取得したもの　：　定率法
　　　　ｃ）平成2８年 4 月 1 日以後に取得したもの　：　定額法

　　　③上記以外のもの
　　　　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。
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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。

　　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。

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

1 　 減価償却方法の変更
　　　　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号	平成28年 6 月17日）を当

事業年度に適用し、平成28年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。
　　　　この結果、当事業年度の事業利益、経常利益及び税引前当期利益はそれぞれ402千円増加しています

○　貸借対照表に関する注記

1 　 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3,789,036千円であり、その内訳は次の

とおりです。
　　　　　　建物・建物附属設備	 2,０3８,９74千円
　　　　　　構築物	 15０,4０4千円
　　　　　　車輌運搬具	 ８,316千円
　　　　　　工具・器具	 1０2,８1０千円
　　　　　　機械・装置	 1,435,4８９千円
　　　　　　土地	 53,０43千円

2 　　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。

3 　　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241台等については、リース契約により使用しています。

4 　　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）
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5 　　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	 171,6０3千円
　　　　理事および監事に対する金銭債務の総額	 －千円

6 　　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429千円、延滞債権額は2,830,626千円です。 3ヵ月以上延滞債権は－千円、貸出条件緩和債権額は5,342千円です。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2,836,397千円（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	 2,66８,０53千円
　　　　　個別貸倒引当金で引当されている額	 16８,０８6千円
　　　　　一般貸倒引当金で引当されている額	 25８千円
　　　　　保全されている額合計	 2,８36,3９7千円（Ｂ）
　　　　　したがって、保全率（Ｂ）／（Ａ）は1００％となっております。

7 　　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　　　1,９14,556千円

　　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。
　
○　有価証券に関する注記

1 　　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 2,697,987 2,878,028 180,041

合　計 2,697,987 2,878,028 180,041

（※）なお、上記評価差額から繰延税金負債4９,８71千円を差し引いた額13０,17０千円が、「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

1 　　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	 3,０6８,12８千円
　　　　　　勤務費用	 173,16９千円
　　　　　　利息費用	 21,477千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額	 △	26,6００千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　　△	2９3,８９5千円	
　　　　　期末における退職給付債務	 2,９42,27９千円
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　　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	 ８０,2８８千円
　　　　　　退職給付費用	 7,3８９千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　　　△	11,856千円	
　　　　　　特定退職共済制度への拠出金	 　　　　△	3,446千円	
　　　　　期末における退職給付引当金	 72,375千円

　　⑷　年金資産の期首残高と期末残高の調整表
　　　　　期首における年金資産	 1,９6８,663千円
　　　　　　期待運用収益	 2０,331千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額	 △	3,０36千円
　　　　　　特定退職共済制度への拠出金	 131,０36千円
　　　　　　退職給付の支払額	 　　　△	205,663千円	
　　　　　期末における年金資産	 1,９11,331千円

　　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	 　　　2,９42,2８０千円
　　　　　　特定退職共済制度	 　　△	1,911,332千円	
　　　　　　未積立退職給付債務	 　　　1,０3０,９4８千円
　　　　　　貸借対照表計上額純額	 　　　1,０3０,９4８千円	
　　　　　　　退職給付引当金	 　　　1,０3０,９4８千円

　　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	 1９８,222千円
　　　　　　特定退職共済制度	 　　　△	125,648千円	
　　　　　　未積立退職給付債務	 　　　　　72,574千円	
　　　　　　　退職給付引当金	 72,574千円

　　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	 173,16９千円
　　　　　　利息費用	 21,477千円
　　　　　　期待運用収益	 △	2０,331千円
　　　　　　数理計算上の差異の費用処理額	 △	23,564千円
　　　　　　会計基準変更時差異の費用処理額	 　　　　　6,８6０千円	
　　　　　　　　　合計	 　　　　157,611千円	
　
　　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	 7,3８９千円

　　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	 74％
　　　　　　年金保険投資	 1９％
　　　　　　現金および預金	 　　　　6％	
　　　　　　その他	 　　　　1％	
　　　　　　　　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	 ０.９5％
　　注）早期退職優遇制度に備えるための引当3８,９64千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1,０９6,6０7千円の合計額1,135,572千円

が、貸借対照表上の退職給付引当金1,135,572千円と一致しております。

2 　　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
43,5９6千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2８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、635,715千円となっています。
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○　税効果会計に関する注記

1 　　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28年度

繰延税金資産

　退職給付引当金超過額 316,765

　債権処理加算額 200,699

　貸倒引当金超過額 182,849

　賞与引当金超過額 78,876

　減価償却引当金超過額 23,632

　園芸対策基金加算額 19,222

　睡眠貯金加算額 13,105

　土地加算額 9,963

　未収利息加算額 5,469

　牛繁殖家畜補助金加算額 3,809

　電話加入権 1,831

　資産除去債務 1,458

　優良雌牛補助金加算額 1,231

　販売手数料加算額 1,058

　外部出資等損失引当金超過額 309

　和牛せり市補償対策基金加算額 210

　繁殖雌牛増頭支援対策費加算額 161

　その他 35

繰延税金資産小計 860,682

評価性引当額 △	405,400

繰延税金資産合計 455,282

繰延税金負債	

　その他有価証券評価差益 △	49,871

繰延税金負債合計 △	49,871

繰延税金資産の純額 405,411
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