資料編

遠賀信用金庫グループについて
12．
当金庫の自己資本の充実の状況等について
〜定性的な開示項目〜
１．
自己資本の調達手段
当金庫の令和２年度末の自己資本は、主に地域のお客さまからお預かりし
ている出資金と過去から積み立てている積立金であります。
２．
自己資本の充実に関する評価方法の概要
当金庫の自己資本の充実度に関しましては、自己資本比率が15.92％と国
内基準の４％を３倍以上も上回っており、経営の健全度・安全性は十分保って
いると考えています。今後の自己資本の充実についても、年度ごとの期間利
益による内部留保の積み上げを第一義的な施策と考えております。
３．
信用リスクに関する項目
（１）
リスク管理の方針及び手続きの概要
信用リスクとは取引先の財務状況の悪化などにより当金庫が損失を受
けるリスクのことをいいます。
当金庫では、信用リスクを管理すべき最重要のリスクであると認識し、役
職員が理解遵守できるよう厳正な与信判断を行うため
「信用リスク管理規
定」
を制定して、信用リスク管理を徹底しております。
信用リスクの評価は、小口多数取引の徹底によるリスクの分散の他、
与信ポートフォリオ管理として債務区分別、業種別さらには与信集中によ
るリスクの抑制のため大口与信先の管理など様々な角度からの分析に注
力しております。さらにリスク管理委員会において検討を深めております。
貸倒引当金は
「自己査定基準」
及び
「償却・引当に関する規定」
に基づき、
自己査定における債務者区分ごとに算定しております。一般貸倒引当金に
あたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権額
にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。
また、個別貸倒引当金に関しては、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先と
もに、優良保証、優良担保等を除いた未保全額に対して貸倒実績率に基づ
いた予想損失率を乗じて算出しております。なお、それぞれの結果につい
ては監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。
（２）
リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、以下の４つの機関を
採用しております。
なお、
エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行って
おりません。
（株）
格付投資情報センター
（Ｒ＆Ｉ）
（株）
日本格付研究所
（JCR）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
（Moodyｓ）
スタンダードアンドプアーズ・グローバルレィティング
（Ｓ＆Ｐ）
４．
信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための
措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。
当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、
経営者の資質など、
さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証に
よる保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。
した
がって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に徹して
おります。
ただし、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、
お客さまへの十
分な説明とご理解をいただいた上で、
ご契約いただくなど適切な取扱いに努
めております。
５．
証券化エクスポージャーに関する事項
保有している投資信託の中にはありません。
６．
オペレーショナル・リスクに関する項目
当金庫では、
オペレーショナル・リスクを
「内部プロセス・人・システムが不適
切であることもしくは機能しないこと、
または外生的事象が生起することから
当金庫に生じる損失にかかるリスク」
と定義しています。
当金庫は、
リスク管理委員会において、事務リスク、
システム等リスク、その
他のオペレーショナル・リスクに大別して、管理体制や管理方法に関するリスク
管理の基本方針を検討しています。
リスクの計測に関しましては、当面、基礎的手法を採用していく所存であり
ます。
７．
銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エク
スポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
上場株式、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、株式関連投資信託に
かかるリスクの認識については、時価評価及びＴＯＰ
Ｉ
Ｘ１０％下落時の最大予想
損失額によるリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リス
クの状況や、設定された残高限度枠等を月例で開催している資金運用会議に
おいて経営陣に詳細に報告しております。
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一方、非上場株式、子会社・関連会社株式等については、財務諸表等や事業
報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、
「自己
査定」
を行い、資産価値を評価し経営陣へ報告するなど、適切なリスク管理に
努めております。
なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める
「有価証券会
計処理基準」
及び日本公認会計士協会の
「金融商品会計に関する実務指針」
に
従った、適正な処理を行っています。
８.銀行勘定における金利リスクに関する事項
（１）
リスク管理の方針及び手続きの概要
金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将
来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫においては、双方ともに定
期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リス
クの計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる収益への
影響度等について今後、必要に応じて経営陣へ報告態勢を行うなど、資産・
負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めてまいります。
（２）
金利リスクの算定方法の概要
A．
開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII並びに信
用金庫がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項
・流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期 1.25年
・流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期 5年
・流動性預金への満期の割当て方法及びその前提及び固定金利貸出
の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
金融庁の定める保守的な前提
・複数の通貨の集計方法及びその前提
通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、通貨間の相関は考
慮していません。
・スプレッドに関する前提
割引金利にスプレッドを含めず、
キャッシュフローにスプレッドを含め
て算出しています。
・内部モデルの使用等、
ΔEVE及びΔNIIに重大な影響を及ぼすその
他の前提
内部モデルは使用していません。
・前事業年度末の開示からの変動に関する説明
開示初年度につき、記載していません。
・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
当期の重要性テストの結果は、
自己資本の33.44％となっています。
B．
信用金庫が、
自己資本の充実度の評価、
ストレス・テスト、
リスク管理、
収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的
開示の対象となるΔEVE以外の金利リスクを計測している場合にお
ける、当該金利リスクに関する事項
ΔＥＶＥ以外のリスク量は計測していません。
９．
連結の範囲に関する事項等
当金庫には、子会社としておんしんビジネスサービス株式会社があります。
遠賀信用金庫グループとして連結された財務諸表は、連結財務諸表規則第５
条第２項で規定される重要性の原則により、作成しておりません。このため連
結財務諸表を基礎とする諸指標は算出しておりません。
各種経営指標については遠賀信用金庫単体のものをご参照ください。

遠賀信用金庫グループの主要な事業の内容
当金庫､子会社1社で構成され､信用金庫業務を中心に､事務処理代行業務などの金融サービスを提供しております｡

遠賀信用金庫グループの事業系統図
遠賀信用金庫

子会社 おんしんビジネスサービス株式会社
（事務処理代行業務）

子会社等の状況
称

おんしんビジネスサービス株式会社

所 在 地（ 福 岡 県 ）

名

遠賀郡岡垣町東山田2丁目3番3号

資本金又は出資金

1,000万円

事業の内容

遠賀信用金庫の委託業務

設立年月日

平成7年9月14日

金 庫による株 式 保 有 割 合

1 0 0％

連結自己資本比率
当金庫では、
子会社は当信用金庫グループの財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいと認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。
なお、
子会社のおんしんビジネスサービス株式会社との連結自己資本比率は下記のとおりであります。

（単位：百万円）

項

目

2019年度

コア資本に係る基礎項目 （１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、
コア資本に係る基礎
項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額
コア資本に係る調整項目

（イ）

（２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
特定項目に係る15%基準超過額
コア資本に係る調整項目の額

（ロ）

自己資本の額（（イ）−（ロ））

（ハ）

リスク・アセット等 （３）
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

（ニ）

2020年度

21,301
207
21,106
12
ー
392
392
ー
ー

21,887
209
21,690
12
−
1,201
1,201
ー
ー

ー

ー

ー

ー

21,694

23,088

37
ー
37
ー
ー
ー
ー
196
ー
ー
ー
ー
ー
ー
234
21,459

34
−
34
−
−
−
−
191
−
−
−
−
−
−
226
22,862

147,281
ー
ー
ー
6,964
ー
ー
154,245

136,316
−
−
−
7,308
−
−
143,625

13.91％

15.91%

（注）
自己資本比率の算出方法を定めた
「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する
資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
（平成18年金融庁告示第21号）
」
に基づき算出しております。
なお、当金庫は国内基準金庫であります。
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遠賀信用金庫グループについて
12．
当金庫の自己資本の充実の状況等について
〜定性的な開示項目〜
１．
自己資本の調達手段
当金庫の令和２年度末の自己資本は、主に地域のお客さまからお預かりし
ている出資金と過去から積み立てている積立金であります。
２．
自己資本の充実に関する評価方法の概要
当金庫の自己資本の充実度に関しましては、自己資本比率が15.92％と国
内基準の４％を３倍以上も上回っており、経営の健全度・安全性は十分保って
いると考えています。今後の自己資本の充実についても、年度ごとの期間利
益による内部留保の積み上げを第一義的な施策と考えております。
３．
信用リスクに関する項目
（１）
リスク管理の方針及び手続きの概要
信用リスクとは取引先の財務状況の悪化などにより当金庫が損失を受
けるリスクのことをいいます。
当金庫では、信用リスクを管理すべき最重要のリスクであると認識し、役
職員が理解遵守できるよう厳正な与信判断を行うため
「信用リスク管理規
定」
を制定して、信用リスク管理を徹底しております。
信用リスクの評価は、小口多数取引の徹底によるリスクの分散の他、
与信ポートフォリオ管理として債務区分別、業種別さらには与信集中によ
るリスクの抑制のため大口与信先の管理など様々な角度からの分析に注
力しております。さらにリスク管理委員会において検討を深めております。
貸倒引当金は
「自己査定基準」
及び
「償却・引当に関する規定」
に基づき、
自己査定における債務者区分ごとに算定しております。一般貸倒引当金に
あたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権額
にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。
また、個別貸倒引当金に関しては、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先と
もに、優良保証、優良担保等を除いた未保全額に対して貸倒実績率に基づ
いた予想損失率を乗じて算出しております。なお、それぞれの結果につい
ては監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。
（２）
リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、以下の４つの機関を
採用しております。
なお、
エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行って
おりません。
（株）
格付投資情報センター
（Ｒ＆Ｉ）
（株）
日本格付研究所
（JCR）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
（Moodyｓ）
スタンダードアンドプアーズ・グローバルレィティング
（Ｓ＆Ｐ）
４．
信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための
措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。
当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、
経営者の資質など、
さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証に
よる保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。
した
がって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に徹して
おります。
ただし、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、
お客さまへの十
分な説明とご理解をいただいた上で、
ご契約いただくなど適切な取扱いに努
めております。
５．
証券化エクスポージャーに関する事項
保有している投資信託の中にはありません。
６．
オペレーショナル・リスクに関する項目
当金庫では、
オペレーショナル・リスクを
「内部プロセス・人・システムが不適
切であることもしくは機能しないこと、
または外生的事象が生起することから
当金庫に生じる損失にかかるリスク」
と定義しています。
当金庫は、
リスク管理委員会において、事務リスク、
システム等リスク、その
他のオペレーショナル・リスクに大別して、管理体制や管理方法に関するリスク
管理の基本方針を検討しています。
リスクの計測に関しましては、当面、基礎的手法を採用していく所存であり
ます。
７．
銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エク
スポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
上場株式、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、株式関連投資信託に
かかるリスクの認識については、時価評価及びＴＯＰ
Ｉ
Ｘ１０％下落時の最大予想
損失額によるリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リス
クの状況や、設定された残高限度枠等を月例で開催している資金運用会議に
おいて経営陣に詳細に報告しております。
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一方、非上場株式、子会社・関連会社株式等については、財務諸表等や事業
報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、
「自己
査定」
を行い、資産価値を評価し経営陣へ報告するなど、適切なリスク管理に
努めております。
なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める
「有価証券会
計処理基準」
及び日本公認会計士協会の
「金融商品会計に関する実務指針」
に
従った、適正な処理を行っています。
８.銀行勘定における金利リスクに関する事項
（１）
リスク管理の方針及び手続きの概要
金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将
来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫においては、双方ともに定
期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リス
クの計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる収益への
影響度等について今後、必要に応じて経営陣へ報告態勢を行うなど、資産・
負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めてまいります。
（２）
金利リスクの算定方法の概要
A．
開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII並びに信
用金庫がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項
・流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期 1.25年
・流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期 5年
・流動性預金への満期の割当て方法及びその前提及び固定金利貸出
の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
金融庁の定める保守的な前提
・複数の通貨の集計方法及びその前提
通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、通貨間の相関は考
慮していません。
・スプレッドに関する前提
割引金利にスプレッドを含めず、
キャッシュフローにスプレッドを含め
て算出しています。
・内部モデルの使用等、
ΔEVE及びΔNIIに重大な影響を及ぼすその
他の前提
内部モデルは使用していません。
・前事業年度末の開示からの変動に関する説明
開示初年度につき、記載していません。
・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
当期の重要性テストの結果は、
自己資本の33.44％となっています。
B．
信用金庫が、
自己資本の充実度の評価、
ストレス・テスト、
リスク管理、
収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的
開示の対象となるΔEVE以外の金利リスクを計測している場合にお
ける、当該金利リスクに関する事項
ΔＥＶＥ以外のリスク量は計測していません。
９．
連結の範囲に関する事項等
当金庫には、子会社としておんしんビジネスサービス株式会社があります。
遠賀信用金庫グループとして連結された財務諸表は、連結財務諸表規則第５
条第２項で規定される重要性の原則により、作成しておりません。このため連
結財務諸表を基礎とする諸指標は算出しておりません。
各種経営指標については遠賀信用金庫単体のものをご参照ください。

遠賀信用金庫グループの主要な事業の内容
当金庫､子会社1社で構成され､信用金庫業務を中心に､事務処理代行業務などの金融サービスを提供しております｡

遠賀信用金庫グループの事業系統図
遠賀信用金庫

子会社 おんしんビジネスサービス株式会社
（事務処理代行業務）

子会社等の状況
称

おんしんビジネスサービス株式会社

所 在 地（ 福 岡 県 ）

名

遠賀郡岡垣町東山田2丁目3番3号

資本金又は出資金

1,000万円

事業の内容

遠賀信用金庫の委託業務

設立年月日

平成7年9月14日

金 庫による株 式 保 有 割 合

1 0 0％

連結自己資本比率
当金庫では、
子会社は当信用金庫グループの財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいと認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。
なお、
子会社のおんしんビジネスサービス株式会社との連結自己資本比率は下記のとおりであります。

（単位：百万円）

項

目

2019年度

コア資本に係る基礎項目 （１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、
コア資本に係る基礎
項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額
コア資本に係る調整項目

（イ）

（２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
特定項目に係る15%基準超過額
コア資本に係る調整項目の額

（ロ）

自己資本の額（（イ）−（ロ））

（ハ）

リスク・アセット等 （３）
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

（ニ）

2020年度

21,301
207
21,106
12
ー
392
392
ー
ー

21,887
209
21,690
12
−
1,201
1,201
ー
ー

ー

ー

ー

ー

21,694

23,088

37
ー
37
ー
ー
ー
ー
196
ー
ー
ー
ー
ー
ー
234
21,459

34
−
34
−
−
−
−
191
−
−
−
−
−
−
226
22,862

147,281
ー
ー
ー
6,964
ー
ー
154,245

136,316
−
−
−
7,308
−
−
143,625

13.91％

15.91%

（注）
自己資本比率の算出方法を定めた
「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する
資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
（平成18年金融庁告示第21号）
」
に基づき算出しております。
なお、当金庫は国内基準金庫であります。
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