
－ 83 －



－ 84 －



－ 85 －



－ 86 －



－ 87 －



連結注記表
◆＜令和元年度＞
○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　子会社株式および関連会社株式 　:　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）
　　　　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）
　　　　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）

　 4　固定資産の減価償却の方法
　　⑴　有形固定資産
　　　　定率法を採用しております。ただし、平成10年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物附

属設備および構築物については、定額法を採用しています。

　　⑵　無形固定資産　：　定額法

　 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。
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　　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。

　 6　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。

○　会計方針の変更に関する注記

　 1　収益認識基準の変更
　　　当組合は、従来、預金に係る受取奨励金を金額確定時に収益認識していましたが、当事業年度から対象となる計算期間に応じて収益認識する方法に変

更しています。
　　　この変更は、「収益認識に関する会計基準」が公表されたことを契機に、収益の認識基準の見直しについて検討を進めていく過程で、改めて預金に係

る受取奨励金を検証したところ、対象となる計算期間に応じて収益を認識する方法に変更した方が、より期間損益計算を適正に表示していると判断した
ため、当事業年度から変更するものです。

　　　当該会計方針の変更は遡及適用され、会計方針の変更の累積的影響額は当事業年度の期首の純資産の帳簿価額に反映されています。この結果、期首の
純資産への影響額は297,338千円増加しています。

　　※297,338千円は、受取奨励金（11か月分）から法人税の修正申告額を控除した金額。

○　表示方法の変更に関する注記

　 1　損益計算書の表示方法
　　　農業協同組合法施行規則の改正に伴い、損益計算書に各事業ごとの収益及び費用を合算し、各事業間の内部損益を除去した「事業収益」「事業費用」

を損益計算書に表示しています。

○　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3,484,234千円であり、その内訳は次のと

おりです。
　　　　建物・建物附属設備 1,703,852千円
　　　　構築物 150,404千円
　　　　車両運搬具 8,315千円
　　　　工具・器具 115,539千円
　　　　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136,425千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 4台、JASTEM端末機47台、ATM22台、POS端末機18台、自動

車255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）、為替決済取引及び公金取扱事務の担保に供しています。
　　　　定期預金　　　　　　7,131,500千円（信用事業借入金担保）
　　　　定期預金　　　　　　6,600,000千円（為替決済取引担保）
　　　　定期預金　　　　　　　　 200千円（公金事務取扱担保）
　　　なお、相互援助預金として、定期預金13,301,000千円を差し入れています。

　 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 146,159千円

　 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11,980千円、延滞債権額は1,804,101千円です。 3ヵ月以上延滞債権は806千円、貸出条件緩和債権は28,097千円です。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1,844,984千円（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。
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　　（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。
　　（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 1,725,965千円
　　　　　個別貸倒引当金で引当されている額 118,807千円
　　　　　一般貸倒引当金で引当されている額 212千円
　　　　　保全されている額合計 1,844,984千円（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　2,222,365千円

　　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（注 1）

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 2,607,119 2,870,760 263,641

合　計 2,607,119 2,870,760 263,641

　　（注 1）　なお、上記評価差額から繰延税金負債72,923千円を差し引いた額190,717千円が、「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　退職給付に係る注記
　　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 2,674,979千円
　　　　　　勤務費用 149,933千円
　　　　　　利息費用 18,363千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額 　　△ 47,650千円
　　　　　　退職給付の支払額 　 　△ 165,361千円
　　　　　期末における退職給付債務 2,630,264千円

　　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 66,553千円
　　　　　　退職給付費用 15,019千円
　　　　　　退職給付の支払額 △ 9,926千円
　　　　　　特定退職金共済制度への拠出金 　　　 　　△ 8,657千円
　　　　　期末における退職給付引当金 62,989千円
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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 1,727,155千円
　　　　　　期待運用収益 13,301千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額 △ 1,503千円
　　　　　　特定退職金共済制度への拠出金 118,924千円
　　　　　　退職給付の支払額 　　　 　△ 129,358千円
　　　　　期末における年金資産 1,728,519千円

　　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 2,630,264千円
　　　　　　特定退職金共済制度 　 △ 1,728,519千円
　　　　　　未積立退職給付債務 　　　　　　901,745千円
　　　　　　貸借対照表計上額純額 　　　　901,745千円
　　　　　　　退職給付引当金 901,745千円

　　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 170,704千円
　　　　　　特定退職金共済制度 　　　　△ 107,715千円
　　　　　　未積立退職給付債務 　　　　　　62,989千円
　　　　　　　退職給付引当金 62,989千円

　　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 149,933千円
　　　　　　利息費用 18,363千円
　　　　　　期待運用収益 △ 13,301千円
　　　　　　数理計算上の差異の費用処理額 　　　　△ 46,147千円
　　　　　　　　　合計 108,848千円

　　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 15,019千円

　　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 66%
　　　　　　年金保険投資 24%
　　　　　　現金および預金 5%
　　　　　　その他 　　　　　5% 　
　　　　　　　　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 0.70%

　 2 　特例業務負担金の将来見込額
　　　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39,072千
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31年 3 月現在における令和14年 3 月までの特例業務負担金の将来見込額は、484,286千円となっています。
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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 令和元年度

繰延税金資産

　退職給付引当金超過額 265,480

　債権処理加算額 189,418

　貸倒引当金超過額 127,048

　賞与引当金超過額 51,540

　減価償却費超過額 23,228

　睡眠貯金加算額 12,967

　土地加算額 9,948

　未収利息加算額 8,132

　未払事業税加算額 4,793

　牛繁殖家畜補助金加算額 4,016

　電話加入権加算額 1,828

　出資金加算額 1,331

　資産除去債務加算額 1,305

　外部出資先の減損損失額 1,106

　未収販売手数料加算額 1,026

　職員手当加算額 765

　繁殖雌牛導入保留事業加算額 319

　経済事業雑資産引当金加算額 51

　和牛せり市補償対策基金加算額 22

　その他 11

繰延税金資産小計 704,334

評価性引当額 △ 357,275

繰延税金資産合計 347,059

繰延税金負債 

　その他有価証券評価差額金 △ 72,923

繰延税金負債合計 △ 72,923

繰延税金資産の純額 274,136
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連結注記表
◆＜平成30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　子会社株式及び
　　　　　　関連会社株式　：　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）
　　　　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）
　　　　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）

　 4  固定資産の減価償却の方法
　　⑴　有形固定資産 
　　　　定率法を採用しております。ただし、平成10年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年 4 月 1 日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

　　⑵　無形固定資産　：　定額法

　 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。
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　　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 1,683,866千円
構築物 150,404千円
車両運搬具 8,315千円
工具・器具 116,539千円
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 4台、JASTEM端末機47台、ATM22台、POS端末機18台、自動

車264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）、為替決済取引及び公金取扱事務の担保に供しています。
　　　　　定期預金 6,131,500千円（信用事業借入金担保）
　　　　　定期預金 6,600,000千円（為替決済取引担保）
　　　　　定期預金 200千円（公金事務取扱担保）
　　　　なお、相互援助預金として、定期預金13,301,000千円を差し入れています。

　 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　　　171,211千円

　 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8,162千円、延滞債権額は2,137,019千円です。貸出条件緩和債権額は2,482千円、3ヵ月以上延滞債権はありません。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2,147,663千円（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。
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　　　　　担保・保証により保全されている額 1,998,498千円
　　　　　個別貸倒引当金で引当されている額 149,127千円
　　　　　一般貸倒引当金で引当されている額 38千円
　　　　　保全されている額合計 2,147,663千円（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　　2,137,056千円

　　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 2,500,379 2,717,950 217,571

合　計 2,500,379 2,717,950 217,571

　　（※）　なお、上記評価差額から繰延税金負債60,267千円を差し引いた額157,304千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

　 2　当事業年度中に売却したその他有価証券
（単位：千円）

売却額 売却益 売却損

国　債 396,502 1,879 －

合　計 396,502 1,879 －

○　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 2,864,424千円
　　　　　　勤務費用 161,319千円
　　　　　　利息費用  20,051千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額 32,362千円
　　　　　　退職給付の支払額  △ 403,177千円 
　　　　　期末における退職給付債務 2,674,979千円

　　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 67,297千円
　　　　　　退職給付費用 16,023千円
　　　　　　退職給付の支払額 △ 7,286千円
　　　　　　特定退職金共済制度への拠出金 　 △ 9,020千円 
　　　　　期末における退職給付引当金 61,617千円

　　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 1,888,333千円
　　　　　　期待運用収益 14,535千円
　　　　　　数理計算上の差異の発生額 △ 1,849千円
　　　　　　特定退職金共済制度への拠出金 121,195千円
　　　　　　退職給付の支払額  △ 295,060千円 
　　　　　期末における年金資産 1,727,155千円
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　　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 2,674,979千円
　　　　　　特定退職金共済制度  △ 1,727,155千円 
　　　　　　未積立退職給付債務 　 　　947,825千円 
　　　　　　貸借対照表計上額純額 　　 947,825千円  
　　　　　　　退職給付引当金 947,825千円

　　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 178,549千円
　　　　　　特定退職金共済制度 　△ 111,536千円 
　　　　　　未積立退職給付債務   　　61,617千円 
　　　　　　　退職給付引当金 61,617千円 

　　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 161,319千円
　　　　　　利息費用 20,051千円
　　　　　　期待運用収益 △ 14,535千円
　　　　　　数理計算上の差異の費用処理額  　　 34,211千円 
　　　　　　　　　合計 　 　　201,046千円 

　　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 16,023千円

　　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 70%
　　　　　　年金保険投資 23%
　　　　　　現金および預金 4%
　　　　　　その他 　　　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 0.95%

　 2 　特例業務負担金の将来見込額
　　　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40,676千
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30年 3月現在における令和14年 3月までの特例業務負担金の将来見込額は、552,674千円となっています。
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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30年度

繰延税金資産

　退職給付引当金超過額 279,953

　債権処理加算額 192,095

　貸倒引当金超過額 155,109

　賞与引当金超過額 53,400

　減価償却費超過額 24,235

　睡眠貯金加算額 15,785

　土地加算額 9,963

　未収利息加算額 9,010

　牛繁殖家畜補助金加算額 4,913

　未払事業税加算額 4,589

　電話加入権加算額 1,831

　出資金加算額 1,768

　資産除去債務加算額 1,321

　未収販売手数料加算額 1,028

　霧島農産減損損失額 1,073

　繁殖雌牛導入保留事業加算額 345

　和牛せり市補償対策基金加算額 185

　その他 45

繰延税金資産小計 756,648

評価性引当額 △ 391,171

繰延税金資産合計 365,477

繰延税金負債 

　その他有価証券評価差額金 △ 60,267

繰延税金負債合計 △ 60,267

繰延税金資産の純額 305,210
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