
 

 

 

第12期定時株主総会招集ご通知に際しての 

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項 

 

① 事業報告の新株予約権等に関する事項 

② 連結計算書類の連結注記表 

③ 計算書類の個別注記表 

 

平成26年 4月 1日から 
平成27年 3月31日まで 

 

 

 

 

法令及び定款第23条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト 

(http://www.hokuhoku-fg.co.jp/stocks/generalmeeting/)に掲載することに

より、株主の皆さまに提供しております。 

 

 

 

 

  



新株予約権等に関する事項 

 

１．事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等 

 
新株予約権等の内容の概要 

新株予約権等を

有する者の人数

取締役 

（社外取締役

を除く） 

①名称 
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ第１回新株予約権 

②新株予約権の数        5,609 個 

③目的となる株式の種類及び数  普通株式 560,900 株 

④新株予約権の行使期間 

平成 24 年 11 月 29 日から平成 54 年 11 月 28 日まで 

⑤権利行使価格（１株当たり）  １円 

⑥新株予約権の主な行使条件 

当社、株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行のそれぞれ

の会社において取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失

した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予

約権を行使できるものとする。 

３名 

（新株予約権の

個数 800 個） 

①名称 
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ第２回新株予約権 

②新株予約権の数        5,295 個 

③目的となる株式の種類及び数  普通株式 529,500 株 

④新株予約権の行使期間 

平成 25 年 8 月 14 日から平成 55 年 8月 13 日まで 

⑤権利行使価格（１株当たり）  １円 

⑥新株予約権の主な行使条件 

当社、株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行のそれぞれ

の会社において取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失

した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予

約権を行使できるものとする。 

７名 

（新株予約権の

個数 1,253 個）

①名称 
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ第３回新株予約権 

②新株予約権の数        5,451 個 

③目的となる株式の種類及び数  普通株式 545,100 株 

④新株予約権の行使期間 

平成 26 年 7 月 12 日から平成 56 年 7月 11 日まで 

⑤権利行使価格（１株当たり）  １円 

⑥新株予約権の主な行使条件 

当社、株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行のそれぞれ

の会社において取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失

した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予

約権を行使できるものとする。 

７名 

（新株予約権の

個数 1,139 個）

社外取締役 ―  

監査役 ―  
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２．事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等 

 
新株予約権等の内容の概要 

新株予約権等を 

交付した者の人数

使用人 ―  

子会社及び子法

人等の会社役員

及び使用人 

（当社の取締役

を兼務している

者６名を含む） 

①名称 
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ第３回新株予約権 

②新株予約権の数        5,540 個 

③目的となる株式の種類及び数  普通株式 554,000 株 

④新株予約権の行使期間 

平成 26 年 7 月 12 日から平成 56 年 7月 11 日まで 

⑤権利行使価格（１株当たり）  １円 

⑥新株予約権の主な行使条件 

当社、株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行のそれぞれ

の会社において取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失

した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予

約権を行使できるものとする。 

33 名 

（新株予約権の

個数 4,401 個）
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連結注記表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

連結計算書類の作成方針 

１．子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に

基づいております。 

２．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等    11 社 

主要な会社名 

株式会社北陸銀行、株式会社北海道銀行 

（２）非連結の子会社及び子法人等     ５社 

主要な会社名 

道銀どさんこ２号投資事業有限責任組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益

剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結

の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に

重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

３．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用の関連法人等 １社 

会社名 

ほくほくキャピタル株式会社 

（２）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ５社 

主要な会社名 

道銀どさんこ２号投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金

（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

４．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

すべての連結される子会社及び子法人等の決算日は、連結決算日と一致しております。 

５．のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、20 年間で均等償却を行っております。 

 

会計処理基準に関する事項 

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差

等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定

時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、

当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しておりま
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す。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価

により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したも

のとみなした額により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証

券、金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派

生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増

減額を加えております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、そ

の他有価証券のうち株式については原則として連結決算期末前１カ月の市場価格の平均に基づく

価格、それ以外については原則として連結決算日における市場価格等に基づく時価法（売却原価

は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものに

ついては移動平均法による原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。 

（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記１及び２（イ）と同じ方

法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

４．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） 

当社及び銀行業を営む連結される子会社の有形固定資産は、動産については定率法、不動産に

ついては主として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： ６年～50 年 

その他： ３年～20 年 

銀行業を営む連結される子会社以外の連結される子会社及び子法人等の有形固定資産について

は、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

当社並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５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「有形固定資産」及び｢無形固定資産｣中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につい

ては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零

としております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

銀行業を営む連結される子会社の貸倒引当金は、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。 
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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（以下「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、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、その残額を計上しております。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（以下「破綻懸念先」という。）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、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で非保全額又は与信額が一定金額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる

ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り

引いた金額と債権の帳簿価額の差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により

計上しております。 

上記以外の債権については、一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における貸倒実績から算

出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連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。 

当社並びに銀行業を営む連結される子会社以外の連結される子会社及び子法人等においても同様

に資産の自己査定を行い、必要な額を計上しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は 79,071 百万円であります。 

６．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

なお、当社及び銀行業を営む連結される子会社の役員退職慰労金制度については、平成 24 年 5

月 11 日開催の取締役会で廃止することを決定し、平成 24 年 6月 26 日開催の定時株主総会にて、役

員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給が承認されております。これに伴い、当社

及び銀行業を営む連結される子会社の役員退職慰労引当金の繰入は平成24年6月の繰入をもって停

止し、既引当金については継続して役員退職慰労引当金として計上しております。 

７．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会における責任共有制度等に基づく、将来発生する可能性のある

負担金支払見込額及び他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能

性のある損失を見積り、必要と認められる額をそれぞれ計上しております。 

８．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

９．退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用、数理計算上の差異及び会計基

準変更時差異の損益処理方法は次のとおりであります。 
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過去勤務費用   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）による定額

法により損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年

又は９年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年

度から損益処理 

会計基準変更時差異（28,196 百万円） 主として 15 年による按分額を費用処理 

  なお、銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社は、退職給付に係る負債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

おります。 

10．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

11．重要なヘッジ会計の方法  

（イ）金利リスク・ヘッジ 

銀行業を営む連結される子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の

方法として、一部の資産・負債について、ヘッジ対象とヘッジ手段を直接対応させる「個別ヘッ

ジ」を適用し、繰延ヘッジによる会計処理あるいは金利スワップの特例処理を行っております。 

ヘッジの有効性評価の方法については、リスク管理手続きに則り、ヘッジ指定を行い、ヘッジ

手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺

されているかどうかを検証することで評価しております。 

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ 

銀行業を営む連結される子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘ

ッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定する繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的

で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金

銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより

ヘッジの有効性を評価しております。 

（ハ）当社並びに銀行業を営む連結される子会社以外の連結される子会社及び子法人等においては、

デリバティブ取引によるヘッジを行っておりません。 

12．消費税等の会計処理 

当社並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下、消費税等とい

う。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等

は当連結会計年度の費用に計上しております。 

13．ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

 

会計方針の変更 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付会

計基準」という。）及び「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第 25 号 平

成 27 年 3 月 26 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退
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職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及

び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基

準へ変更、割引率の決定方法を単一の割引率からイールドカーブ等価アプローチへ変更しておりま

す。 

 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、

当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益

剰余金に加減しております。 

 この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が 2,885 百万円増加し、利益剰余金が

1,864 百万円減少しております。また、当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益は

それぞれ 227 百万円増加しております。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は 5,269 百万円、延滞債権額は 154,483 百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に

より元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金

（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令

（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定

する事由が生じている貸出金であります。 

また、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。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 1,217 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。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 28,185 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又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決めを行った貸出金で

破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

４．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は 189,155

百万円であります。 

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これに

より受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担

保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、53,025 百万円であり

ます。 

６．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本

公認会計士協会会計制度委員会報告第３号）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理

した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、1,500 百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 
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担保に供している資産 

有価証券          399,850 百万円 

貸出金            123,512 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金             28,713 百万円 

コールマネー        20,000 百万円 

債券貸借取引受入担保金 27,809 百万円 

借用金              53,532 百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 146,095

百万円、その他資産 219 百万円を差し入れております。 

また、その他資産には、先物取引差入証拠金 10 百万円、金融商品等差入担保金 200 百万円、保証

金 4,014 百万円が含まれております。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受

けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付ける

ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、2,321,927 百万円でありま

す。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 2,275,702

百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当社並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与

えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当

の事由があるときは、連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約

極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応

じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手

続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じており

ます。 

９．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）に基づき、株式会社北陸銀行

の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該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おります。 

再評価を行った年月日  平成 10 年３月 31 日 

同法律第３条第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４号に

定める算定方法に基づき、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算基礎となる土地の価額

（路線価）を基準として時価を算出しております。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時価の合計額

と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額  20,505 百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額    104,849 百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額       3,895 百万円 

12．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金

70,500 百万円が含まれております。 
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13．社債は、全額劣後特約付期限付劣後債であります。 

14．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は 114,428 百万円であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

１.「その他経常収益」には、株式等売却益 4,598 百万円を含んでおります。 

２.「その他の経常費用」には、貸出金償却 590 百万円、株式等売却損 1,131 百万円、債権売却損 297

百万円を含んでおります。 

３．以下の資産について減損損失を計上しております。 

（単位：百万円） 

地域 主な用途 種類 減損損失 

北海道 
営業用店舗  ３か所 土地及び建物等 69

遊休資産   ４か所 土地及び建物等 29

北陸三県 
営業用店舗 １１か所 土地及び建物等 881

遊休資産   ３か所 土地 7

その他 
営業用店舗  １か所 建物等 21

遊休資産   ３か所 土地 4

合計 － － 1,013

これらの営業用店舗等は、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ております。 

銀行業を営む連結される子会社は、営業用店舗については、キャッシュ・フローの相互補完性に

基づき一定の地域別に区分した営業用店舗エリアを基礎とする管理会計上の区分をグルーピングの

単位としております。本部、コンピューターセンター、寮・社宅、厚生施設等については、独立し

たキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。上記以外の連結子会社に

ついては各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。なお、処分予定資産及び遊休資

産については、各社、各資産単位でグルーピングしております。 

なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は、重要性

の高い不動産については第三者から入手した鑑定評価額、それ以外については「不動産鑑定評価基

準」等に基づき算定しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項    （単位：千株） 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 79 千株は、単元未満株式の買取りによる増加でありま

す。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少 259 千株は、ストック・オプションの行使による減少

258 千株、単元未満株主からの売渡請求による減少 1千株であります。 

２．新株予約権に関する事項 

区分 
新株予約権
の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

摘要当連結会計
年度期首 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

当社 

ストック・オプ

ションとして

の新株予約権 

－ 266  

合計 － 266  

３．配当に関する事項 

（１）当連結会計年度中の配当金支払額 

(決議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 26 年 6月 25 日 

定時株主総会 

普通株式 5,358 百万円 4.00 円 平成 26 年 3月 31 日 平成 26 年 6月 26 日

第１回第５種 

優先株式 
805 百万円 7.50 円 平成 26 年 3月 31 日 平成 26 年 6月 26 日

平成 26 年 11 月 14 日 

取締役会 

第１回第５種 

優先株式 
805 百万円 7.50 円 平成 26 年 9月 30 日 平成 26 年 12 月 10 日

合 計  6,970 百万円   

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後と

なるもの 

平成 27 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案

しております。 

株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

普通株式 5,694 百万円 利益剰余金 4.25 円 平成 27 年 3月 31 日 平成 27 年 6月 29 日

第１回第５種 

優先株式 
805 百万円 利益剰余金 7.50 円 平成 27 年 3月 31 日 平成 27 年 6月 29 日

 

 

 

 

 当連結会計年度

期首株式数 
当連結会計年度

増加株式数 
当連結会計年度

減少株式数 
当連結会計年度 

末株式数 
摘要 

発行済株式      

 普通株式 1,351,630 － － 1,351,630  

第１回第５種優先株式 107,432 － － 107,432  

 合 計 1,459,062 － － 1,459,062  

自己株式      

 普通株式 12,067 79 259 11,887 注１，２ 

 第１回第５種優先株式 1 － － 1  

合 計 12,069 79 259 11,888  
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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 

当社グループは、預金、貸出業務等の銀行業務を中心に様々な金融サービスを提供しております。 

貸出につきましては、地域経済との共栄を目指し、健全かつ適切な貸出運用を図るとともに信用

リスク管理の強化に努めております。有価証券につきましては、リスク管理方針・規定等に基づい

た厳格な運用を行っております。預金につきましては、地域のみなさまへの金融サービスの拡充に

努めることで、安定的な調達を目指しております。借用金及び社債は、中長期的な資金調達として

おります。 

当社グループが保有する貸出金等の金融資産と預金等の金融負債は期間構造が異なるため、市場

の金利変動等に伴うリスクに晒されていることから、資産及び負債の総合的管理（以下「ＡＬＭ」

という）を行い、市場リスクを適切にコントロールして安定的な収益を確保できる運営に努めてお

ります。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

当社グループが保有する金融資産は、主として国内のお取引先に対する貸出金、有価証券であり

ます。貸出金につきましては、お取引先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少・消失し損失

を被る信用リスクに晒されており、有価証券につきましても、発行体の信用リスク及び金利の変動

リスク、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、いずれも適切なリスク分散を図るよう努め

ております。 

金融負債である預金や借用金は、市場環境の急変や当社グループの財務内容の悪化等により、通

常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされるなどの流動性リスクに晒されております。 

株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行は通貨スワップ・為替予約・通貨オプション取引等の

通貨関連デリバティブ取引や、金利スワップ・金利先物・金利キャップ取引等の金利関連デリバテ

ィブ取引を、各行自身のＡＬＭ目的と、お取引先の多様なニーズに応える目的で利用しております。

これらのデリバティブ取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク

等に晒されております。 

ただし、当社グループが保有する金融資産・金融負債で著しくリスクが高いものや、時価の変動

率が高い特殊なデリバティブ取引の取り扱いはありません。 

なお、株式会社北陸銀行では一部の資産・負債をヘッジ対象として金利の変動リスクに対してヘ

ッジ会計を適用しておりますが、ヘッジ会計の適用に際しては、ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段を一体管理するとともに、ヘッジの有効性を評価し

ております。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行では、リスク管理部署を設置して「リスク管理基本規

程」及びリスクに関する各種管理規定を定め、ＡＬＭ委員会や統合リスク管理委員会等を設置して、

各種リスクの管理を行っております。 

① 信用リスクの管理 

信用リスクの適切な管理・運営を行うことにより経営の健全性の確保と収益力の向上に努める基

本方針のもと、「信用リスク管理規定」等各種規定類を制定し、業務推進部門と信用リスク管理部

門の分離による内部牽制機能の確保、「クレジットポリシー」に基づく厳正な審査と信用格付の付
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与、与信集中リスク管理のための与信限度ラインの設定等による個別管理、自己査定や信用リスク

量の計測ならびに取締役会へのリスク状況の報告等を実施しております。 

具体的には、個別案件毎に営業店が的確に分析・審査を行い、営業店長の権限を越える場合は本

部の審査部門でも分析・審査を行っております。審査部門には業種・地域毎に専門の担当者を配置

し、お取引先の特性に応じて営業店への適切な助言・指導が行える体制を整備しております。 

また、有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関

しては、リスク管理部署において、信用情報や取引状況を定期的に把握・管理しております。 

② 市場リスクの管理 

「市場リスク管理規定」等を定め、ＡＬＭ委員会等を設置し、預貸金を含めた市場リスクを適切

にコントロールして、安定的な収益を確保できる運営に努めております。 

ⅰ 金利リスクの管理 

「金利リスク管理規定」等の諸規定にリスク管理方法や手続等の詳細を明記し、リスク管理部

署が定期的に金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析

等により金利リスク量をモニタリングするとともに、その結果をＡＬＭ委員会等に報告・協議し、

必要な対策を講じる体制としております。また、金利リスクを適切にコントロールするために、

金利リスク量に対する各種限度額を設定・管理し、ＡＬＭの観点から金利の変動リスクをヘッジ

するための金利スワップ及び金利キャップ等のデリバティブ取引を利用して金利リスクの軽減

を図っております。 

ⅱ 為替リスクの管理 

外貨建資産・負債にかかる為替の変動リスクを管理し、通貨スワップ等を利用し、為替リスク

の軽減を図っております。 

ⅲ 価格変動リスクの管理 

有価証券を含む投資商品の保有にあたり、経営会議等で定めた方針に基づき、取締役会の監督

の下、事前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの

軽減を図っております。なお、両行が保有している株式の多くは、政策保有目的で保有している

ものであり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングしております。また、有価証券に

ついては、バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）等を用いて市場リスク量を把握し、規定で定め

た各種ルールの遵守状況等が管理されており、取締役会及び経営会議等へ定期的に報告されてお

ります。 

ⅳ デリバティブ取引 

デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する部門をそ

れぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、管理セクションが取引の確認、日々のポジションの

時価評価・損益状況・リスク量の計測を行い、一定の限度を超える損失が発生しないように管理

しております。 

ⅴ  市場リスクに係る定量的情報 

当社グループでは、市場リスクに係る定量的情報について、株式会社北陸銀行及び株式会社北

海道銀行が、それぞれにおいて算定しております。 

(ア) トレーディング目的の金融商品 

北陸銀行では、「特定取引資産」のうちの売買目的有価証券、「デリバティブ取引」のうち

トレーディング目的として保有している通貨関連及び金利関連の一部に関するＶａＲの算定に
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あたっては、ヒストリカル法（保有期間 1 日、信頼区間 99%、観測期間 1,250 日）を採用して

おります。 

平成 27 年 3 月 31 日現在、北陸銀行のトレーディング業務の市場リスク量（ＶａＲ）は 54

百万円であります。 

北海道銀行では、トレーディング目的の金融商品はありません。 

(イ) トレーディング目的以外の金融商品 

当社グループにおいて、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「買入金銭債権」、

「貸出金」、「債券」、「預金」、「借用金」、「デリバティブ取引」のうちの金利スワップ

取引、金利スワップション取引、金利キャップ取引であります。また、価格変動リスクの影響

を受ける主たる金融商品は「上場株式」及び「投資信託」であります。当社グループでは、こ

れらの金融資産及び金融負債について、統計的なリスク計測手法であるＶａＲにより金利変動

リスクや価格変動リスクを統一的に管理しております。 

なお、ＶａＲの算定にあたっては、ヒストリカル法（保有期間 120 日、信頼区間 99%、観測

期間 1,250 日）を採用し、金利と株価等の変動における相関を考慮しております。 

ただし、北海道銀行では商品有価証券業務（公共債窓販業務等）及び投資有価証券業務とし

て行う特定金外信託運用におけるＶａＲは、保有期間を 10 日と定めそれぞれ個別に算定して

おり、特定金外信託運用におけるＶａＲは金利と株価等の変動における相関を考慮しておりま

す。 

平成 27 年 3 月 31 日現在、北陸銀行におけるトレーディング目的以外の金融商品におけるＶ

ａＲは 30,894 百万円であり、北海道銀行におけるトレーディング目的以外の金融商品におけ

るＶａＲは 16,081 百万円、商品有価証券のＶａＲは 10 百万円、特定金外信託のＶａＲは 9

百万円であります。 

また、ＶａＲ計測モデルのバックテスティングを定期的に実施し、モデルの妥当性を検証す

る態勢としており、適切なリスクの把握に努めております。ただし、ＶａＲは統計的に算出し

た一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激

変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。 

ＶａＲは統計的な信頼区間（99％）の下で、金融商品を保有する期間に相当する 大損失額

ですが、特に金利リスクの影響を受ける主たる金融商品については、補完的なリスク指標とし

て、指標となる金利が 100 ベーシス・ポイント（1.00％）上昇を想定した資産負債の時価変動

額（100ＢＰⅤ：100 ベーシス・ポイント･バリュー）を算出しております。 

平成 27 年 3 月 31 日現在、指標となる金利が 1.00％上昇したものと想定した場合には、北

陸銀行では時価が 14,039 百万円減少し、北海道銀行では時価が 22,724 百万円減少するものと

把握しております。 

当該影響額は、金利環境のみが変化する場合を想定しており、金利以外のリスク変数との相

関を考慮しておりません。なお、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 流動性リスクの管理 

「流動性リスク管理規定」に基づいて、運用・調達の状況を的確に把握し、円滑な資金繰りに万

全を期しております。具体的には、国債など資金化の容易な支払準備資産を十分に確保するととも

に、流動性リスク管理指標を各種設定し、日々チェックしております。 
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また、万一危機が発生した場合は、危機の段階に応じた対応が取れるように、流動性リスクの状

況をＡＬＭ委員会等で定期的に報告・管理する体制を整備しております。 

（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。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 27 年 3 月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めてお

りません（（注２）参照）。また、重要性の乏しいものは省略しております。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

(1) 現金預け金 1,210,607 1,210,605 △2 

(2) コールローン及び買入手形 94,599 94,599 － 

(3) 買入金銭債権(＊１) 64,390 64,390 － 

(4) 有価証券    

満期保有目的の債券 158,199 165,775 7,575 

その他有価証券 2,305,207 2,305,207 － 

(5) 貸出金 7,546,819   

貸倒引当金(＊１) △52,601   

 7,494,217 7,581,622 87,405 

資産計 11,327,222 11,422,201 94,978 

(1) 預金 10,140,400 10,141,261 860 

(2) 譲渡性預金 487,347 487,377 30 

(3) 借用金 125,680 126,923 1,243 

負債計 10,753,428 10,755,562 2,134 

デリバティブ取引(＊２)    

ヘッジ会計が適用されていないもの 1,714 1,714 －

ヘッジ会計が適用されているもの (4,549) (4,549) (＊３)  －

デリバティブ取引計 (2,834) (2,834) －

(＊１) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭

債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減

額しております。 

(＊２) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示

しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合

計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

(＊３) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理さ

れているため、その時価は当該貸出金の時価に含めて記載しております。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、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。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、市場金利に信用

リスク等を加味した利率で割り引いた現在価値を算定しております。なお、預入期間が１年以内

のものは、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) コールローン及び買入手形 

 コールローン及び買入手形は、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) 買入金銭債権 

買入金銭債権のうち、投資家として購入した住宅ローン債権の信託受益権及び貸付債権の信託

受益権については、取引金融機関から提示された価格を時価としております。また、資産流動化

の小口債権は、期間毎の市場金利に信用リスク等を加味した利率で割り引いた現在価値を算定し

ております。 

(4) 有価証券 

株式は期末前１カ月の市場価格の平均に基づいて算定された価格、債券は取引所の価格又は公

表されている価格、これらがない場合には合理的な見積りに基づいて算定された価格によってお

ります。投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、内部格付、残存期間に基づく区分ごとに、市場金利に信用リスク等を加

味した利率で割り引いた現在価値を算定しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載してお

ります。 

(5) 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、当該帳簿価額を

時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ご

とに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を加味した利率で割り引いて時価を算定してお

ります。なお、約定期間が１年以内のものは、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。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・

フローの現在価値又は担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定して

いるため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を

控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていな

いものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと

想定されるため、帳簿価額を時価としております。 
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負 債 

(1) 預金及び(2) 譲渡性預金 

要求払預金については、連結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、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッ

シュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れ

る際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が１年以内のものは、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。 

(3) 借用金 

借用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、また当社並びに連結される

子会社及び子法人等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、当該帳簿価額を時価としております。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用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割

り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が１年以内のものは、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。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関

連取引（通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オ

プション等）、商品関連取引であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル

等により算出した価額によっております。 

 

（注２）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の連結貸借対照表計上額は次のとお

りであり、金融商品の時価情報の「資産(3)買入金銭債権」及び「資産(4)その他有価証券」

には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区  分 連結貸借対照表計上額 

買入金銭債権（住宅ローン証券化における劣後受益権）(＊１) 8,132 

非上場株式(＊１)(＊２) 30,193 

非上場外国証券(＊１) 0 

合 計 38,326 

(＊１)市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象

とはしておりません。 

(＊２)当連結会計年度において、非上場株式について 32 百万円減損処理を行っております。 
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 
１年以内 

１年超 
３年以内 

３年超 
５年以内 

５年超 
７年以内 

７年超 

預け金 1,083,655 － － － －

コールローン及び 
買入手形 

94,599 － － － －

買入金銭債権 1,778 － 400 7,210 54,788

有価証券      

満期保有目的の債券 17,396 37,700 35,823 5,784 61,815

その他有価証券のう

ち満期があるもの 
271,929 581,932 646,911 346,089 164,357

貸出金(＊) 2,210,851 1,473,159 973,098 649,796 2,047,566

合 計 3,680,210 2,092,792 1,656,233 1,008,879 2,328,526

(＊) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込め

ない 159,752 百万円、期間の定めのないもの 32,594 百万円は含めておりません。 

 

（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 
１年以内 

１年超 
３年以内 

３年超 
５年以内 

５年超 
７年以内 

７年超 

預金(＊) 8,876,538 1,064,116 191,418 3,124 5,202

譲渡性預金 487,047 300 － － －

借用金 24,156 703 30,320 55,500 15,000

合 計 9,387,743 1,065,119 221,738 58,624 20,202

(＊) 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 
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（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、「現金預け金」中の譲

渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。 

 

１．売買目的有価証券（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券 6 

 

２．満期保有目的の債券（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

 種類 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えるも

の 

国債 71,608 78,509 6,901 

社債 71,746 72,475 729 

小 計 143,354 150,985 7,630 

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えない

もの 

国債 500 499 △0 

社債 14,344 14,290 △54 

小 計 14,845 14,790 △55 

合 計 158,199 165,775 7,575 

 

３．その他有価証券（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

 
種類 

連結貸借対照表 
計上額 

取得原価 差額 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

株式 203,028 113,621 89,407 

債券 1,704,080 1,666,410 37,670 

国債 1,114,750 1,088,608 26,142 

地方債 370,844 363,372 7,472 

社債 218,486 214,429 4,056 

その他 264,349 252,243 12,105 

小 計 2,171,459 2,032,275 139,183 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

株式 4,288 5,267 △978 

債券 145,566 145,912 △345 

国債 93,762 93,981 △218 

地方債 26,164 26,219 △55 

社債 25,640 25,712 △72 

その他 48,282 49,261 △978 

小 計 198,138 200,441 △2,302 

合 計 2,369,598 2,232,717 136,881 
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４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

株式 72,238 3,948 933 

債券 133,269 2,757 14 

国債 119,782 2,662 14 

地方債 4,307 7 － 

社債 9,180 87 － 

その他 44,911 1,566 198 

合 計 250,419 8,272 1,146 

 

５．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当

該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みが

あると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評

価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、244 百万円（うち、株式 1 百万円、社債 243 百万円）で

あります。 

また、「減損処理」は、資産の自己査定における有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおりとし

ております。 

破綻先、実質破綻先、 

破綻懸念先、要注意先 

株式は時価が取得原価に比べ下落、債券は時価が取得原価に比べ

30％超下落 

正常先 
時価が取得原価の 50％以上下落、又は、時価が取得原価の 30％

超 50％未満下落かつ市場価格が一定水準以下で推移等 

なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者であり、正常先とは、破綻先、実質破綻先、

破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。 

 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額
当連結会計年度の損益に含まれた 

評価差額 

運用目的の金銭の信託 7,947 41 

 

２．満期保有目的の金銭の信託（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

該当事項はありません。 

 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 27 年 3月 31 日現在） 

該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名 

営業経費 111 百万円

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及

び人数 

当社取締役７名、株式

会社北陸銀行取締役６

名・執行役員 13 名、株

式会社北海道銀行取締

役６名・執行役員 10名。

ただし、当社取締役の

うち６名は北陸銀行又

は北海道銀行の取締役

又は執行役員を兼務し

ているので、合計 36 名

当社取締役７名、株式

会社北陸銀行取締役６

名・執行役員 12 名、株

式会社北海道銀行取締

役６名・執行役員 10名。

ただし、当社取締役の

うち６名は北陸銀行又

は北海道銀行の取締役

又は執行役員を兼務し

ているので、合計 35 名 

当社取締役７名、株式

会社北陸銀行取締役６

名・執行役員 11 名、株

式会社北海道銀行取締

役６名・執行役員 10名。

ただし、当社取締役の

うち６名は北陸銀行又

は北海道銀行の取締役

又は執行役員を兼務し

ているので、合計 34 名

株式の種類別のスト

ック・オプションの

数（注） 

当社普通株式 

 1,058,500 株

当社普通株式 

 629,500 株 

当社普通株式 

 554,000 株

付与日 平成 24 年 11 月 28 日 平成 25 年８月 13 日 平成 26 年 7 月 11 日 

権利確定条件 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 平成 24 年 11 月 29 日か

ら平成 54年 11 月 28 日

まで 

平成 25 年 8 月 14 日か

ら平成 55 年 8 月 13 日

まで 

平成 26 年 7 月 12 日か

ら平成 56 年 7 月 11 日

まで 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成 27 年 3 月期）において存在したストック・オプションを対象とし、スト

ック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利確定前（株）    

前連結会計年度末 － － － 

付与 － － 554,000 

失効 － － － 

権利確定 － － 554,000 

未確定残 － － － 
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 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利確定後（株）    

前連結会計年度末 715,700 627,300 － 

権利確定 － － 554,000 

権利行使 154,800 97,800 6,000 

失効 － － 2,900 

未行使残 560,900 529,500 545,100 

② 単価情報 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利行使価格（円） 1 1 1 

行使時平均株価（円） 220 220 282 

付与日における公正な評

価単価（円） 
108 182 201 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された第３回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりであります。 

(1) 使用した評価技法  ブラック・ショールズ式 

(2) 主な基礎数値及び見積方法 

 第３回新株予約権 

株価変動性（注１） 31.508％ 

予想残存期間（注２） ２年１カ月 

予想配当（注３） 4.00 円／株 

無リスク利子率（注４） 0.061％ 

（注）１．予想残存期間（２年１カ月）に対応する期間（平成 24 年 6 月から平成 26 年 7 月まで）

の株価実績に基づき算定しております。 

２．過去の役員データにより、平均的な退任時期を見積もっております。 

３．平成 26 年 3 月期の配当実績によります。 

４．予想残存期間に対応する国債の利回りであります。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。 
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（税効果会計関係） 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第９号）が平成 27 年３月 31 日に公布され、

平成 27 年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりま

した。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 35.37%

から、平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.82%

に、平成 28 年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については

32.06%となります。この税率変更により、繰延税金資産は 28 百万円減少し、繰延税金負債は 1,179

百万円減少し、その他有価証券評価差額金は 3,698 百万円増加し、法人税等調整額は 2,625 百万円

増加しております。再評価に係る繰延税金負債は 626 百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加

しております。 

また、欠損金の繰越控除制度が平成 27 年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の

所得の金額の 100 分の 65 相当額が控除限度額とされ、平成 29 年４月１日以後に開始する連結会計

年度から繰越控除前の所得の金額の 100 分の 50 相当額が控除限度額とされることとなりました。こ

の変更による影響はありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たり純資産額 385 円 83 銭

１株当たり当期純利益金額 19 円 87 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 19 円 84 銭
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個別注記表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）満期保有目的の債券 

移動平均法による償却原価法により行っております。 

（２）関係会社株式 

移動平均法による原価法により行っております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

有形固定資産は、定率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。 

器具及び備品：４年～10 年 

（２）無形固定資産 

商標権については、10 年間の均等償却を採用しております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

り償却を行っております。 

３．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労金制度については、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会で廃止することを決定し、

平成 24 年 6 月 26 日開催の定時株主総会にて、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切

り支給が承認されております。これに伴い、役員退職慰労引当金の繰入は平成 24 年 6 月の繰入をも

って停止し、既引当金については継続して役員退職慰労引当金として計上しております。 

４．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 

（貸借対照表関係） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 7 百万円 

２．関係会社に対する金銭債権（区分掲記されていないもの） 

流動資産 

預金 

有価証券（譲渡性預金） 

272

6,500

 

百万円 

百万円 

 

（損益計算書関係） 

関係会社との取引高    

営業取引（区分掲記されていないもの） 

営業費用  189 百万円 

営業取引以外の取引（区分掲記されていないもの） 

  1 百万円 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 

 当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末

株 式 数 
摘要 

自己株式      

 普通株式 11,918 79 259 11,738 注１、２

第１回第５種優先株式 1 － － 1  

合 計 11,920 79 259 11,739  

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 79 千株は、単元未満株式の買取りによる増加であ

ります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少 259 千株は、ストック・オプションの行使による減

少 258 千株、単元未満株主からの売渡請求による減少 1千株であります。 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

繰延税金資産   

未払事業税否認 2 百万円 

役員退職慰労引当金 26  

株式報酬費用 17  

繰越欠損金 31  

繰延税金資産小計 78  

評価性引当額 △78  

繰延税金資産合計 － 百万円 
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２．「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第９号）が平成 27 年３月 31 日に公布され、

平成 27 年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりまし

た。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 35.37%

から、平成 27 年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については 32.82%

に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.06%

となります。この税率変更による影響はありません。 

また、欠損金の繰越控除制度が平成 27 年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所

得の金額の 100 分の 65 相当額が控除限度額とされ、平成 29 年４月１日以後に開始する事業年度

から繰越控除前の所得の金額の 100 分の 50 相当額が控除限度額とされることとなりました。この

変更による影響はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

子会社及び関連会社等                            （単位：百万円） 

属性 
会社等の 

名称 

議決権の所有 

(被所有)割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引 
金額 

科目 
期末残

高 

子会社 
株式会社 

北陸銀行 

所有 

直接 100％ 

経営管理 

役員の兼任

資金の貸付（注１） ― 
関係会社 
長期貸付金

29,000

貸付金利息の受取（注２） 319 未収収益 90

譲渡性預金の預入（注３） 4,190 有価証券 6,500

譲渡性預金利息の受取（注４） 1 ― ― 
配当金の受取 4,085 ― ― 
経営管理料の受取（注５） 331 ― ― 
事務協力費の支払（注６） 100 ― ― 

子会社 
株式会社 

北海道銀行 

所有 

直接 100％ 

経営管理 

役員の兼任

資金の貸付（注１） ― 
関係会社 
長期貸付金

14,000

貸付金利息の受取（注２） 115 未収収益 43

配当金の受取 2,974 ― ― 
経営管理料の受取（注５） 210 ― ― 
事務協力費の支払（注６） 81 ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注１ 資金の貸付は、劣後特約付の貸付で、返済条件は期間 10 年、期日一括返済であります。 

注２ 貸付金の金利は、当社の調達コストに基づいて、決定しております。 

注３ 譲渡性預金取引の取引金額については、期中平均残高を記載しております。 

注４ 譲渡性預金の利率は、市場の実勢相場に基づき合理的に決定しております。 

注５ 経営管理料は「グループ経営管理契約書」に基づいて受入しております。 

注６ 事務協力費は当社への出向者の人件費であります。 

 

（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額           135 円 32 銭 

２．１株当たり当期純利益金額         4 円 06 銭 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  4 円 06 銭 
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