○金融庁告示第八号

信用金庫法施行規則（昭和五十七年大蔵省令第十五号）第百 三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、

信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ 等の規 定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融

畑中龍太郎

庁長官が別に定める事項（平成十九年金融庁告示 第十 六号）の全部を改正する告示を次のように定める。
平成二十六年二月十八日

金融庁長官

信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第 五号 ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等につい

第一章

国内基準金庫における開示事 項（第 二条― 第五条）

定義（第一条）

て金融庁長官が別に定める事項

第二章

国際統一基準金庫における開 示事項 （第六 条―第九 条）

目次

第三章
附則
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第一章

定義

この告示において使用する用語は、信用 金庫法 第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条

（定義）
第一条

の二の規定に基づき、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 十八年金 融庁告示第二十一号。以下「自己資本比率告

国内基準金庫における開示事項

示」という。）において使用する用語の例による。
第二章

信用金庫法施行規則（以下「規則」と いう。 ）第百三十二条第一項第五号ニに規定する自己資本の

（単体における事業年度の開示事項）
第二条

充実の状況について金融庁長官が別に定 める 事項（ 国内基準 金庫の直近の二事業年度に係るものに限る。

２

第一項の定性的な開示事項は 、次に 掲げる 事項と する。

前項の自己資本の構成に関する開示 事項は 、別紙 様式第一号により作成しなければならない。

）は、自己資本の構成に関する開示事 項、定 性的な 開示事項 及び定量的な開示事項とする。

３
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一

自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、自己資本 比率告示第十一条の算式におけるコア資本に

信用金庫又は信用金庫連合会の自己資本の充実度に関す る評価方法の概要

係る基礎項目の額に含まれる 資本調 達手段を いう。 ）の概 要
二
信用リスクに関する次に掲げる事項
リスク管理の方針及び手 続の概 要

三
イ

標準的手法が適用される ポート フォリオ につ いて、次に掲げる事項

リスク・ウェイトの判定に使 用する適 格格付 機関等（適格格付機関、経済協力開発機構及び輸出

信用機関をいう。以下同じ。）の名称（使用 する適格 格付機 関等を変更した場合には、その理由を
含む。）

エクスポージャーの種類ごと のリスク ・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

内部格付制度の概要

使用する内部格付手法の種類

内部格付手法が適用され るポー トフォリオについて、次に掲げる事項
(1)
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ロ

ハ

(1)
(2)
(2)

次に掲げるポートフォリオご との格付 付与手 続の概 要（

及び

に掲げるポートフォリオについ
(ⅶ)

株式等エクスポージャー（株式等エ クス ポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に

金融機関等向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

適格リボルビング型リテール向け エクス ポージャー

居住用不動産向けエクスポージャー

方式 を適用す る場合 に限る 。）
LGD

(ⅱ)
(ⅴ)

PD/

事業法人向けエクスポージャー（特 定貸付 債権及 び適格購入事業法人等向けエクスポージャー

して開示することを要しない。）

庫連合会のリテール業務のリスク特性の理解に支障が 生じな いと判断できる場合には、両者を区別

かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており 、預金者等による信用金庫又は信用金

て、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれ らのポートフォリオの割合が少なく、

(ⅵ)

(ⅲ)

について区別して開示するこ とを要す る。）

(ⅰ)
(ⅳ)
(ⅵ)
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(3)

四

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク に関するリスク管理の方針及び手続の概要

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 の概要

その他リテール向けエクスポージャ ー

五

リスク管理の方針及びリ スク特 性の概要

証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項
イ

自己資本比率告示第二百 四十九 条第四項 第三 号から第六号まで（自己資本比率告示第二百五十四条

六

ロ

第二項及び第三百二条の四第一項において 準用 する場合を含む。）に規定する体制の整備及びその運

ニ

ハ

信用金庫又は信用金庫連 合会が 証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った

証券化エクスポージャー の信用 リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

信用リスク削減手法とし て証券 化取引 を用いる場合の方針

用状況の概要

ホ

場合には、当該証券化目的導管体の種類 及び当 該信用金庫又は当該信用金庫連合会が当該証券化取引
に係る証券化エクスポージャーを 保有し ている かどうかの別
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(ⅶ)

七

ヘ

信用金庫又は信用金庫連 合会の 子法人等 （連結 子法人等 を除く。）及び関連法人等のうち、当該信

用金庫又は当該信用金庫連合会が行った証 券化取 引（信 用金庫又は信用金庫連合会が証券化目的導管

証券化取引に関する会計 方針

体を用いて行った証券化取引を含む。）に 係る証 券化エ クスポージャーを保有しているものの名称
ト

証券化エクスポージャー の種類 ごとのリ スク・ ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称（使

定量的な情報に重要な変 更が生 じた場合 には、その内容

内部評価方式を用いてい る場合 には、そ の概要

用する適格格付機関を変更した場合には、 その理 由を含む。）

チ

リ
ヌ

リスク管理の方針及び手 続の概 要

オペレーショナル・リスクに関する次に 掲げる 事項
イ

オペレーショナル・リス ク相当 額の算出に使用する手法の名称（部分的に先進的計測手法を使用す

先進的計測手法を使用す る場合における次に掲げる事項

る場合は、各手法の適用範囲を含む。）

ロ

ハ
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４

八

九

一

保険によるリスク削減の有無 （保険に よるリ スク削 減を行 った場合は、保険の利用方針と概要を

当該手法の概要

リスク管理の方針及び手 続の概 要

信用金庫又は信用金庫連 合会が 内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要

第一項の定量的な開示事項は、次に 掲げる 事項と する。

ロ

イ

第四項第九号並びに第七条第 三項第 十号及 び第四項第十号において同じ。）に関する次に掲げる事項

金利リスク（特定取引に係るものを除く 。次項 第八号、 次条第三項第十号及び第四項第九号、第六条

に係るものを除く。次条第三 項第九 号、第六 条第三項第八号及び第七条第三項第九号において同じ。）

管理の方針及び手続の概要（ 特定取 引（規則 第百 七条第二項に規定する特定取引をいう。以下同じ。）

れに類するエクスポージャー （以下 「出資等 」とい う。）又は株式等エクスポージャーに関するリスク

信用金庫法施行令（昭和四十三年政令第百四十二 号）第 十一条第五項第三号に規定する出資その他こ

含む。）

(1)

自己資本の充実度に関する次 に掲 げる事 項
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(2)

イ

信用リスクに対する所要 自己資 本の額（ ロ及び ハの額を 除く。）及びこのうち次に掲げるポートフ
ォリオごとの額

標準的手法が適用されるポー トフォリ オ及び 標準的 手法 が複数のポートフォリオに適用される場

合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳

に掲げるポートフォリ オについ て、信 用リス クに関するエクスポージャー全 体に占めるこ

内部格付手法が適用されるポ ートフォ リオ及 びこの うち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（
及び
(ⅵ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

居住用不動産向けエクスポージャー

金融機関等向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

事業法人向けエクスポージャー

ないと判断できる場合には、両者を区別して 開示する ことを 要しない。）

り、預金者等による信用金庫又は信用金庫連 合会のリ テール 業務のリスク特性の理解に支障が生じ

れらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、 これら のポー トフォリオのリスク特性が類似してお

(ⅴ)
(ⅳ)
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(1)
(2)

ロ

ハ

(ⅴ)

その他リテール向けエクスポージャ ー

適格リボルビング型リテール向けエ クスポ ージャ ー

内部モデル手法が適用される株式等 エクス ポージャー

簡易手法が適用される株式等エクス ポージ ャー

対する所要自己資本の額

セットの額を計算することをいう。以下 同じ。 ）が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに

信用リスク・アセットの みなし 計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・ア

方 式が適用さ れる株 式等エ クスポ ージャー
PD/LGD

(ⅰ)

の内訳

マーケット・ベース方式が適 用される 株式等 エク スポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごと

びこのうち次に掲げる区分ごとの額

内部格付手法が適用され る株式 等エクス ポージ ャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及

証券化エクスポージャー

(ⅵ)
(ⅱ)
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(3)
(1)
(2)

二

ニ

ホ

オペレーショナル・リス クに対 する所要 自己資 本の額及 びこのうち信用金庫又は信用金庫連合会が

先進的計測手法

粗利益配分手法

基礎的手法

使用する次に掲げる手法ごとの額
(1)

信用リスク（信用リスク・アセットのみ なし計 算が適用 されるエクスポージャー及び証券化エクスポ

いう。第五条第一項第三号において同じ。 ）

単体総所要自己資本額（ 自己資 本比率告 示第 十一条の算式の分母の額に四パーセントを乗じた額を

(2)

信用リスクに関するエク スポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエ

内訳

幅に乖離している場合には、期中平均残 高の開 示も要する。）及びエクスポージャーの主な種類別の

信用リスクに関するエク スポー ジャーの期末残高（期末残高がその期のリスク・ポジションから大

ージャーを除く。）に関する 次に掲 げる事 項
イ

ロ
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(3)

ハ

ニ

残存期間別

業種別又は取引相手の別

地域別

クスポージャーの主な種類別の内訳
(1)

開示を要しない。）

ただし、一般貸倒引当金について、次に 掲げる 区分ごとの算定を行っていない場合には、区分ごとの

倒引当金及び個別貸倒引当金については 、次に 掲げる区分ごとの期末残高及び期中の増減額を含む。

一般貸倒引当金、個別貸 倒引当 金及び 特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（一般貸

業種別又は取引相手の別

地域別

れらの次に掲げる区分ごとの内訳

三月以上延滞エクスポー ジャー の期末残 高又は デフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこ

(2)

地域別
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(3)
(1)
(2)
(1)

ホ
ヘ

ト

チ

業種別又は取引相手の別

業種別又は取引相手の別 の貸出 金償却の 額

標準的手法が適用される エクス ポージャ ーにつ いて 、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削

減手法の効果を勘案した後の残高（格付が 付与さ れている信用供与の割合が信用供与の額全体の一パ

ーセント未満である場合には、区分を要し ない。 ）並びに自己資本比率告示第七十七条第二項第二号

、第百七十七条第二項第二号及び第二百四 十七条 第一項（自己資本比率告示第百二十三条、第百二十

五条及び第百三十四条第一項において準用 する 場合に限る。）の規定により千二百五十パーセントの
リスク・ウェイトが適用されるエクスポー ジャ ーの額

内部格付手法が適用され るエク スポー ジャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てら

れた特定貸付債権及びマーケット・ベー ス方式 の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーにつ

いて、自己資本比率告示第百五十一条第 三項及 び第五項並びに第百六十五条第四項に定めるリスク・
ウェイトが適用される場合におけるリス ク・ウ ェイトの区分ごとの残高

内部格付手法が適用され るポートフォリオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、
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(2)

それぞれ次に定める事項（信用リスク削減 手法を 用いた 場合 は、これを反映するものとする。）

債務者格付ごとの

の推計値、
PD

の 推計値 （先進的内部格付手法を適用する場合は、
LGD

事業法人向けエクスポージャ ー、ソブ リン向 けエク スポー ジャー及び金融機関等向けエクスポー

ジャー

の 推計値（
EAD

を 含む。）の加重平均値、リスク ・ウェ イトの 加重
ELdefault

の 推計値及びオフ・バランス資産項目の
EAD

デフォルトしたエクスポージャーに係る
平均値、オン・バランス資産項目の

債務者格付ごとの

の推計値、リスク・ウ
PD

先進的内部格付手法を適用する場合は、コミットメン トの未 引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目
の推計値の加重平均値を含む。）
方 式を適用す る株式 等エク スポー ジャー
PD/LGD

ェイトの加重平均値及び残高

次のい ずれかの 事項

の推計値（デフォルトしたエクスポージャーに係る
LGD

の
EAD

ELdefault

居住用不動産向けエクスポー ジャー、 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びそ

の推計値、
PD

の他リテール向けエクスポージャー
プール単位での

を含む。）の加重平均値、リ スク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目の

(ⅰ)
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(1)
(2)
(3)

三

リ

ヌ

推計値、オフ・バランス資産 項目の

の 推計値、 コミッ トメン トの未 引出額及び当該未引出
EAD

区 分を設けた上でのプール単位でのエクスポージ ャーの 分析
EL

額に乗ずる掛目の推計値の加 重平均値
適切な数の

方 式を適用する株 式等エ クスポ ージャー、居住用不動 産向けエ
PD/LGD

内部格付手法を適用する 事業法 人向けエ クスポ ージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機
関等向けエクスポージャー、

クスポージャー、適格リボルビング型リテ ール向 けエクスポージャー及びその他リテール向けエクス

ポージャーごとの直前期における損失の実 績値 及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分
析

方 式を適用する株 式等エ クスポ ージャー、 居住用不動産向けエ
PD/LGD

内部格付手法を適用する 事業法 人向け エクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機
関等向けエクスポージャー、

クスポージャー、適格リボルビング型リ テール 向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクス
ポージャーごとの長期にわたる損失額の 推計値 と実績値との対比
信用リスク削減手法に関する 次に 掲げる 事項
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(ⅱ)

イ

ロ

及び
LGD

の自金庫推計値を用いない手法をいう。以下同じ。）が適用されるポート フォリ
EAD

標準的手法又は基礎的内 部格付 手法（内 部格付 手法のう ち、事業法人等向けエクスポージャーにつ
いて

オについて、次に掲げる信用リスク削減手 法が適 用され たエクスポージャー（信用リスク削減手法の

効果が勘案された部分に限る。）の額（包 括的手 法を採用し、かつ、ボラティリティ調整率によるエ

クスポージャーの額の上方調整を行ってい る場合 は、当該上方調整額に相当する額を減額した額）（

適格金融資産担保

ティブが適用されたエクスポージャー（ 信用リ スク削減手法の効果が勘案された部分に限る。）の額

（内部格付手法が適用されるポートフォ リオに ついては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン

向けエクスポージャー、金融機関 等向け エクス ポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適
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基礎的内部格付手法が適用されるポートフ ォリオ については、事業法人向けエクスポージャー、ソブ

適格資産担保（基礎的内部格 付手法が 適用 されるポートフォリオに係るものに限る。）

リン向けエクスポージャー及び金融機関等 向け エクスポージャーごとに開示することを要する。）
(1)

標準的手法又は内部格付 手法が 適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバ

(2)

四

格リボルビング型リテール向けエクスポー ジャー 及びそ の他 リテール向けエクスポージャーごとに開
示することを要する。）

ロ

イ

担保による信用リスク削 減手法 の効果を 勘案 する前の与信相当額（派生商品取引にあっては、取引

グロス再構築コストの額 （零を 下回らな いもの に限る。）の合計額

与信相当額の算出に用い る方式

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク に関する次に掲げる事項

ハ
の区分ごとの与信相当額を含む。）

ロに掲げる合計額及びグ ロスの アドオン の合計額からハに掲げる額を差し引いた額（カレント・エ

ホ

担保による信用リスク削 減手法 の効果を勘案した後の与信相当額

担保の種類別の額

ニ

ヘ

与信相当額算出の対象と なるク レジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブ

クスポージャー方式を用いる場合に限る。 ）

ト

の種類別、かつ、プロテクション の購入 又は提 供の別に区分した額

- 16 -

五

チ

イ

信用リスク削減手法の効 果を勘 案するた めに用 いている クレジット・デリバティブの想定元本額
証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

信用金庫又は信用金庫連 合会が オリジネ ーター であ る場合における信用リスク・アセットの算出対
象となる証券化エクスポージャーに関する 次に掲 げる事項

原資産の合計額、資産譲渡型 証券化取 引に係 る原資 産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並

びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（ただし、信 用金庫 又は信用金庫連合会が証券化エクスポ

ージャーを保有しない証券化取引の原資産につ いては 、当期 の証券化取引に係るものに限る。）

原資産を構成するエクスポー ジャーの うち、 三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルト

したエクスポージャーの額及び当期の損失額 並びにこ れらの 主な原資産の種類別の内訳（ただし、

信用金庫又は信用金庫連合会が証券化エ クス ポージャ ーを保 有しない証券化取引の原資産について

当期に証券化取引を行ったエ クスポージャーの概略（当期に証券化取引を行ったエクスポージャ

証券化取引を目的として保有 してい る資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳

は、当期の証券化取引に係るものに限 る。）
(3)

- 17 -

(1)
(2)
(4)

証券化取引に伴い当期中に認 識した売 却損益 の額及 び主な 原資産の種類別の内訳

ーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。）

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主 な原資 産の 種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

(ⅰ)

信用金庫又は信用金庫連合会がオ リジネ ーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクス

早期償還条項付の証券化エクスポー ジャ ーを対象とする実行済みの信用供与の額

訳を含む。）

早期償還条項付の証券化エク スポージ ャーについて、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内

が適用される証券化エクスポージャーの額及 び主な原 資産の 種類別の内訳

自己資本比率告示第二百四十 七条第一 項の規 定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイト

証券化取引に伴い増加した自 己資本に 相当す る額及び主な原資産の種類別の内訳

資本の額（再証券化エクスポージャーについて区別し て記載 することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの適 切な数 のリス ク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

ーについて区別して記載することを要する。）

(5)
(ⅱ)
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ロ

ポージャーを対象とする実行 済みの信 用供与 の額及 び想定元 本額の未実行の部分の信用供与額の
の額 の合計額 に対す る所要 自己資本の額
EAD

信用金庫又は信用金庫連合会が投資 家の持 分に対 して算 出する早期償還条項付の証券化エクス

ーについて区別して記載することを要 する。 ）

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主な原資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

証券化エクスポージャーに関する次に掲 げる事 項

信用金庫又は信用金庫連 合会が 投資家 である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる

自己資本比率告示附則第十五 条の適用 により 算出される信用リスク・アセットの額

は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの 区分ご との内 訳

保有する再証券化エクスポー ジャーに 対する 信用 リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又

の額 の合計額 に対す る所要 自己資本の額
EAD

ポージャーを対象とする実行 済みの信 用供与 の額及 び想定元本額の未実行の部分の信用供与額の

(ⅲ)

保有する証券化エクスポージ ャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己
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(11)
(12)
(1)
(2)

六

資本の額（再証券化エクスポージャーについて区別して記載 することを要する。）

自己資本比率告示第二百四十 七条第一 項の規 定によ り千二 百五十パーセントのリスク・ウェイト

が適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の 種類別の内訳

保有する再証券化エクスポー ジャーに 対する 信用リ スク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又

は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ご との内 訳

自己資本比率告示附則第十五 条の適用 により 算出 される信用リスク・アセットの額

出資等又は株式等エクスポージャーに関す る次 に掲げる 事項（特定取引に係るものを除く。次条第四

）

出資等又は株式等エクス ポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

上場株式等エクスポージャー に該当 しない出資等又は株式等エクスポージャー

上場している出資等又は株式 等エクス ポージャー（以下「上場株式等エクスポージャー」という。

貸借対照表計上額及び時 価並び に次に 掲げる事項に係る貸借対照表計上額

項第七号において同じ。）
イ

ロ
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(3)
(4)
(5)
(1)
(2)

ホ

ニ

ハ

自己資本比率告示附則第 十三条 が適用さ れる株 式等 エクスポージャーの額及び株式等エクスポージ

貸借対照表及び損益計算 書で認 識されな い評価 損益の 額

貸借対照表で認識され、 かつ、 損益計算 書で認 識されな い評価損益の額

七

金利リスクに関して信用金庫又は信用金庫連合 会が内部 管理上使用した金利ショックに対する損益又

信用リスク・アセットのみなし計算が適用され るエクス ポージャーの額

ャーのポートフォリオの区分ごとの額

八
は経済的価値の増減額
（連結会計年度の開示事項）

規則第百三十三条第一項第三号ハに規 定する 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定め

前項の自己資本の構成に関す る開示 事項は 、別紙 様式第二号により作成しなければならない。

的な開示事項とする。

おいて同じ。）に係るものに限る。）は、自己 資本 の構成に関する開示事項、定性的な開示事項及び定量

る事項（国内基準金庫の直近の二連結会 計年 度（連結財務諸表の作成に係る期間をいう。 第七 条第一項 に

第三条

２
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３
一

二

自己資本比率告示第三条 の規定 により連 結自己 資本 比率を算出する対象となる会社の集団（以下「

連結の範囲に関する次に掲げる事項

第一項の定性的な開示事項は、次に掲げる事 項とす る。

イ

連結グループ」という。）に属する会社と 連結財 務諸表規則第五条に基づき連結の範囲（以下「会計

連結グループのうち、連 結子会 社の数並 びに 主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容

連結範囲」という。）に含まれる会社との 相違点 及び当該相違点の生じた原因
ロ

自己資本比率告示第七条 が適用 される金 融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関

連結グループ内の資金及 び自己 資本の移動に係る制限等の概要

な業務の内容

社であって会計連結範囲に含まれるもの の名称 、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要

連結グループに属する会 社であ って会 計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会

連法人等の名称、貸借対照表の総資産の額 及び 純資産の額並びに主要な業務の内容

ハ

ニ

ホ

自己資本調達手段（その額の 全部 又は一 部が、 自己資本 比率告示第二条の算式におけるコア資本に係
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連結グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要

る基礎項目の額に含まれる資 本調達 手段をい う。） の概要
三
信用リスクに関する次に掲げる事項
リスク管理の方針及び手 続の概 要

四
イ

標準的手法が適用される ポート フォリオ につい て、次に掲げる事項

次に掲げるポートフォリオご との格 付付与手続の概要（

内部格付制度の概要

使用する内部格付手法の種類

及び
(ⅵ)

に掲げるポートフォリオについ

内部格付手法が適用され るポー トフォ リオについて、次に掲げる事項

エクスポージャーの種類ごと のリスク ・ウェ イトの判定に使用する適格格付機関等の名称

場合には、その理由を含む。）

リスク・ウェイトの判定に使 用する適 格格付 機関 等の名称（使用する適格格付機関等を変更した

ロ

ハ
(1)

(ⅶ)

て、信用リスクに関するエクスポ ージ ャー全 体に占め るこれ らのポートフォリオの割合が少なく、

(2)
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(1)
(2)
(3)

五

かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており 、預金者等による連結グループのリテ

ール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる 場合には、両者を区別して開示するこ
とを要しない。）

居住用不動産向けエクスポージャー

PD/

事業法人向けエクスポージャー（特 定貸付 債権及 び適格購入事業法人等向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

について区別して開示するこ とを要す る。）

金融機関等向けエクスポージャー

適格リボルビング型リテール向けエ クス ポージャー

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 の概要

その他リテール向けエクスポージャ ー

方式 を適用す る場合 に限る 。）
LGD

株式等エクスポージャー（株式等エ クスポ ージャーの信用リスク・アセットの額の算出に

(ⅱ)
(ⅴ)
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(ⅰ)
(ⅲ)
(ⅵ)

(ⅳ)
(ⅶ)

六

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク に関するリスク管理の方針及び手続の概要

リスク管理の方針及びリ スク特 性の概要

証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項
イ

自己資本比率告示第二百 四十九 条第四項 第三号 から第六号まで（自己資本比率告示第二百五十四条

七

ロ

第二項及び第三百二条の四第一項において 準用す る場合を含む。）に規定する体制の整備及びその運

ハ

証券化エクスポージャー の信用 リスク・ アセットの額の算出に使用する方式の名称

信用リスク削減手法とし て証券 化取引を 用いる場合の方針

用状況の概要

ニ

連結グループが証券化目 的導管 体を用 いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該

連結グループの子法人等 （連結 子法人等を除く。）及び関連法人等のうち、当該連結グループが行

有しているかどうかの別

証券化目的導管体の種類及び当該連結グ ループ が当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保

ホ

ヘ

った証券化取引（連結グループが 証券化 目的導 管体を用いて行った証券化取引を含む。）に係る証券
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八

ト

証券化エクスポージャー の種類 ごとのリ スク・ ウェ イトの判定に使用する適格格付機関の名称（使

証券化取引に関する会計 方針

化エクスポージャーを保有しているものの 名称

チ

内部評価方式を用いてい る場合 には、そ の概要

用する適格格付機関を変更した場合には、 その理 由を含む。）
リ

定量的な情報に重要な変 更が生 じた場合 には 、その内容

保険によるリスク削減の有無 （保険によるリスク削減を行った場合は、保険の利用方針と概要を

当該手法の概要
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ヌ

リスク管理の方針及び手 続の概 要

オペレーショナル・リスクに関する次に掲 げる 事項
イ

オペレーショナル・リス ク相当 額の算 出に使用する手法の名称（部分的に先進的計測手法を使用す

(1)

先進的計測手法を使用す る場合 における次に掲げる事項

る場合は、各手法の適用範囲を含む。）

ロ

ハ

(2)

４

含む。）

出資等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

リスク管理の方針及び手 続の概 要

九

イ

連結グループが内部管理 上使用 した金利 リスク の算定手法の概要

金利リスクに関する次に掲げる事項

ロ

第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事 項と する。

その他金融機関等（自己資本比率告示第五 条第 七項第一 号に規定するその他金融機関をいう。）であ

って信用金庫又は信用金庫連 合会の 子法人等 であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社
の名称と所要自己資本を下回 った額 の総額
自己資本の充実度に関する次に掲げ る事 項

信用リスクに対する所要 自己資 本の額（ロ及びハの額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフ
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十

一

二
イ

標準的手法が適用されるポー トフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適

ォリオごとの額
(1)

切なポートフォリオの区分ごとの内訳

に掲げるポートフォリ オについ て、信 用リス クに関するエクスポージャー全体に占 めるこ

内部格付手法が適用されるポ ートフォ リオ及 びこの うち次 に掲げるポートフォリオごとの内訳（
及び
(ⅵ)

(ⅴ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

その他リテール向けエクスポージャ ー

適格リボルビング型リテール向けエ クス ポージャー

居住用不動産向けエクスポージャー

金融機関等向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

事業法人向けエクスポージャー

る場合には、両者を区別して開示することを要しない 。）

り、預金者等による連結グループのリテール業務のリ スク特 性の理解に支障が生じないと判断でき

れらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これら のポー トフォリオのリスク特性が類似してお

(ⅴ)
(ⅵ)

証券化エクスポージャー
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(2)
(3)

ロ

ハ

ニ

内部格付手法が適用され る株式 等エクス ポージ ャーに係 る信用リスクに対する所要自己資本の額及
びこのうち次に掲げる区分ごとの額

マーケット・ベース方式が適 用される 株式等 エクス ポー ジャー及びこのうち次に掲げる区分ごと

内部モデル手法が適用される株式等 エクス ポージ ャー

簡易手法が適用される株式等エクス ポージ ャー

の内訳
(ⅰ)

基礎的手法

げる手法ごとの額

オペレーショナル・リス クに対 する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲

自己資本の額

信用リスク・アセットの みなし 計算が適 用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要

方 式が適用さ れる株 式等エ クスポ ージャー
PD/LGD

(ⅱ)

粗利益配分手法
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(1)
(2)
(1)
(2)

三

ホ

先進的計測手法

連結総所要自己資本額（ 自己資 本比率告 示第二 条の算 式の分母の額に四パーセントを乗じた額をい
う。第五条第二項第三号において同じ。）

信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算 が適用 されるエクスポージャー及び証券化エクスポ

信用リスクに関するエク スポー ジャー の期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエ

内訳

幅に乖離している場合には、期中平均残高 の開 示も要する。）及びエクスポージャーの主な種類別の

信用リスクに関するエク スポー ジャーの 期末 残高（期末残高がその期のリスク・ポジションから大

ージャーを除く。）に関する 次に掲 げる事項
イ

ロ

(1)

残存期間別

業種別又は取引相手の別

地域別

クスポージャーの主な種類別の内訳

(2)
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(3)
(3)

ハ

ニ

ホ
ヘ

三月以上延滞エクスポー ジャー の期末残 高又は デフォル トしたエクスポージャーの期末残高及びこ

地域別

れらの次に掲げる区分ごとの内訳

業種別又は取引相手の別

地域別

減手法の効果を勘案した後の残高 （格付 が付与 されている信用供与の割合が信用供与の額全体の一パ

標準的手法が適用される エクス ポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削

業種別又は取引相手の別 の貸出 金償却の額

業種別又は取引相手の別

示を要しない。）

ただし、一般貸倒引当金について次に掲げ る区 分ごとの算定を行っていない場合には、区分ごとの開

倒引当金及び個別貸倒引当金については、 次に掲 げる区分ごとの期末残高及び期中の増減額を含む。

一般貸倒引当金、個別貸 倒引当 金及び特 定海外 債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（一般貸

(1)
(1)
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(2)
(2)

ト

チ

ーセント未満である場合には、区分を要し ない。 ）並び に自 己資本比率告示第七十七条第二項第二号

、第百七十七条第二項第二号及び第二百四 十七条 第一項 （自己資本比率告示第百二十三条、第百二十

五条及び第百三十四条第一項において準用 する場 合に限 る。）の規定により千二百五十パーセントの
リスク・ウェイトが適用されるエクスポー ジャー の額

内部格付手法が適用され るエク スポージ ャーの うち、スロッティング・クライテリアに割り当てら

の推計値（先進的内部格付手法を適用する場合は、
LGD

を含む。）の加重平均値、リスク ・ウェ イトの 加重
ELdefault
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れた特定貸付債権及びマーケット・ベース 方式の 簡易手法が適用される株式等エクスポージャーにつ

いて、自己資本比率告示第百五十一条第三 項及 び第五項並びに第百六十五条第四項に定めるリスク・
ウェイトが適用される場合におけるリスク ・ウ ェイトの区分ごとの残高

内部格付手法が適用され るポー トフォ リオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、

それぞれ次に定める事項（信用リスク削 減手法 を用いた場合は、これを反映するものとする。）

の推計値、
PD

事業法人向けエクスポージャ ー、ソブ リン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポー
債務者格付ごとの

デフォルトしたエクスポージャー に係 る

ジャー

(1)

リ

平均値、オン・バランス資産項目の

の 推計値及びオフ・バランス資産項目の
EAD

債務者格付ごとの

の推計値（
EAD

の推計 値、リスク・ウ
PD

先進的内部格付手法を適用する場合は、コミットメントの未 引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目
の推計値の加重平均値を含む。）
方 式を適用す る株式 等エク スポー ジャー
PD/LGD

ェイトの加重平均値及び残高

次のいず れかの 事項

の推計値（デフォルトしたエクスポージャーに係る
LGD

ELdefault

居住用不動産向けエクスポー ジャー、 適格リ ボル ビング型リテール向けエクスポージャー及びそ

の推計値、
PD

の他リテール向けエクスポージャー
プール単位での

の
EAD

の 推計値、 コミッ トメン トの未 引出額及び当該未引出
EAD

区 分を設けた上でのプール単位でのエクスポージ ャーの 分析
EL

内部格付手法を適用する 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機

適切な数の

額に乗ずる掛目の推計値の加 重平均値

推計値、オフ・バランス資産 項目の

を含む。）の加重平均値、リ スク・ウ ェイ トの加重平均値、オン・バランス資産項目の

(ⅰ)
(ⅱ)
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(2)
(3)

四

ヌ

イ

関等向けエクスポージャー、

方 式を適用する株 式等エ クスポ ージャー、居住用不動産向けエ
PD/LGD

クスポージャー、適格リボルビング型リテ ール向 けエク スポージャー及びその他リテール向けエクス

ポージャーごとの直前期における損失の実 績値及 び当該 実績値と過去の実績値との対比並びに要因分
析

方 式を適用する株 式等エ クスポ ージャー、居住用不 動産向けエ
PD/LGD

内部格付手法を適用する 事業法 人向けエ クスポ ージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機
関等向けエクスポージャー、

クスポージャー、適格リボルビング型リテ ール 向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクス
ポージャーごとの長期にわたる損失額の推 計値 と実績値との対比
信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項

標準的手法又は基礎的内 部格付 手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク

削減手法が適用されたエクスポージャー （信用 リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。）の

額（包括的手法を採用し、かつ、ボラテ ィリテ ィ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行

っている場合は、当該上方調整額 に相当 する額 を減額した額）（基礎的内部格付手法が適用されるポ
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五

ロ

イ
ロ

ートフォリオについては、事業法人向けエ クスポ ージャ ー、 ソブリン向けエクスポージャー及び金融

適格金融資産担保

機関等向けエクスポージャーごとに開示す ること を要す る。）

適格資産担保（基礎的内部格 付手法が 適用さ れるポ ートフォリオに係るものに限る。）

与信相当額の算出に用い る方式

派生商品取引及び長期決済期間取 引の取 引相手 のリスク に関する次に掲げる事項

示することを要する。）

格リボルビング型リテール向けエクスポー ジャ ー及びその他リテール向けエクスポージャーごとに開

向けエクスポージャー、金融機関等向けエ クス ポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適

（内部格付手法が適用されるポートフォリ オに ついては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン

ティブが適用されたエクスポージャー（信 用リス ク削減手法の効果が勘案された部分に限る。）の額

標準的手法又は内部格付 手法が 適用され るポー トフォリオについて、保証又はクレジット・デリバ

(1)

グロス再構築コストの額 （零を下回らないものに限る。）の合計額
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(2)

六

ハ

担保による信用リスク削 減手法 の効果を 勘案す る前の与 信相当額（派生商品取引にあっては、取引
の区分ごとの与信相当額を含む。）

ロに掲げる合計額及びグ ロスの アドオン の合計 額か らハに掲げる額を差し引いた額（カレント・エ

担保の種類別の額

ニ

ホ

担保による信用リスク削 減手法 の効果を 勘案 した後の与信相当額

- 36 -

クスポージャー方式を用いる場合に限る。 ）

ヘ

与信相当額算出の対象と なるク レジット ・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブ

連結グループがオリジネ ーター である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化

証券化エクスポージャーに関する次 に掲 げる事 項

信用リスク削減手法の効 果を勘 案する ために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

の種類別、かつ、プロテクションの購入又 は提 供の別に区分した額

ト

チ

イ

原資産の合計額、資産譲渡型 証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並

エクスポージャーに関する次に掲げる事項
(1)

びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（ただし、連結グル ープが証券化エクスポージャーを保有

しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に 係るものに限る。）

原資産を構成するエクスポー ジャーの うち、 三月以 上延 滞エクスポージャーの額又はデフォルト

したエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこ れらの 主な原資産の種類別の内訳（ただし、

連結グループが証券化エクスポージャーを保有しない 証券化 取引の原資産については、当期の証券
化取引に係るものに限る。）

証券化取引を目的として保有 している 資産の 額及びこれらの主な資産の種類別の内訳

当期に証券化取引を行ったエ クスポー ジャー の概略（当期に証券化取引を行ったエクスポージャ

証券化取引に伴い当期中に認 識した売 却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

ーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。）

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主な原資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

保有する証券化エクスポージ ャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

ーについて区別して記載することを要 する。 ）

(5)
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(2)
(3)
(4)
(6)
(7)

証券化取引に伴い増加した自 己資本に 相当す る額及 び主な 原資産の種類別の内訳

資本の額（再証券化エクスポージャーについて区別して記載 することを要する。）

自己資本比率告示第二百四十 七条第一 項の規 定によ り千 二百五十パーセントのリスク・ウェイト

(ⅰ)

の額の合
EAD

連結グループがオリジネーターとし て留保 する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対

計額に対する所要自己資本の 額

象とする実行済みの信用供与 の額及 び想定元本額の未実行の部分の信用供与額の

の額の合
EAD

連結グループが投資家の持分に対し て算 出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対

計額に対する所要自己資本の 額

象とする実行済みの信用供与 の額及び 想定 元本額の未実行の部分の信用供与額の

(ⅱ)

早期償還条項付の証券化エクスポー ジャー を対象とする実行済みの信用供与の額

訳を含む。）

早期償還条項付の証券化エク スポージ ャーに ついて 、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内

が適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原 資産の 種類別の内訳

(8)
(ⅲ)
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(9)
(10)

ロ

保有する再証券化エクスポー ジャーに 対する 信用リ スク削減 手法の適用の有無及び保証人ごと又

は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

自己資本比率告示附則第十五 条の適用 により 算出さ れる 信用リスク・アセットの額

連結グループが投資家で ある場 合におけ る信用 リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポ
ージャーに関する次に掲げる事項

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主 な原 資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

ーについて区別して記載することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの適 切な数 のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

資本の額（再証券化エクスポージャーについ て区別し て記載 することを要する。）

自己資本比率告示第二百四十 七条第一 項の規定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイト

が適用される証券化エクスポージャー の額及 び主な原 資産の 種類別の内訳

保有する再証券化エクスポー ジャー に対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又

は当該保証人に適用されるリスク ・ウ ェイト の区分ご との内 訳
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(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)

自己資本比率告示附則第十五 条の適用 により 算出さ れる信用 リスク・アセットの額

出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる 事項

上場株式等エクスポージャー

連結貸借対照表計上額及 び時価 並びに次 に掲げ る事 項に係る連結貸借対照表計上額

上場株式等エクスポージャー に該当し ない出 資等又 は株式等エクスポージャー

出資等又は株式等エクス ポージ ャーの売 却及 び償却に伴う損益の額

連結貸借対照表で認識さ れ、か つ、連結 損益計算書で認識されない評価損益の額
連結貸借対照表及び連結 損益計 算書で認 識されない評価損益の額

信用リスク・アセットのみなし計 算が適 用され るエクス ポージャーの額

七
イ

ロ
ハ
ニ

自己資本比率告示附則第 十三条 が適用 される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージ

八

金利リスクに関して連結グループ が内部 管理上 使用した 金利ショックに対する損益又は経済的価値の

ャーのポートフォリオの区分ごとの額

九

ホ

(1)

増減額
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(5)
(2)

（半期の開示事項）

規則第百三十五条第一項に規定する金融 庁長官 が別に定める事項（国内基準金庫に係るものに限る。

規則第百三十五条第一項に規定する金融庁 長官が 別に定める事項（連結自己資本比率を算出する国内基

「除く。次条第四項第七号において同じ。」と ある のは「除 く。」と読み替えるものとする。

項第一号ホ中「をいう。第五条第一項第三号におい て同じ。 」とあるのは「をいう。」と、同項第六号中

定量的な」とあるのは「第四条第一項の規定により 読み替え て準用する第二条第一項の定量的な」と、同

とあるのは「第四条第一項の規定により読み替えて準 用する 第二条第一項」と、同条第四項中「第一項の

）については、第二条（第三項を除く。）の規定を準用する 。この場合において、同条第二項中「前項」

第四条

２

準金庫に係るものに限る。）については、前 項に規 定すると ころによるほか、前条（第三項を除く。）の

規定を準用する。この場合において、同 条第 二項中 「前項」 とあるのは「第四条第二項の規定により読み

替えて準用する第三条第一項」と、同 条第四 項中「 第一項の 定量的な」とあるのは「第四条第二項の規定

により読み替えて準用する第三条第一 項の定 量的な 」と、同 項第二号ホ中「をいう。第五条第二項第三号
において同じ。」とあるのは「を いう 。」と 読み替 えるもの とする。
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（四半期の開示事項）

規則第百三十五条第二項に規定する金融 庁長官 が別に定める事項（国内基準金庫に係るものに限る。

三

二

一

自己資本の構成に関する開示事項

単体総所要自己資本額

単体における自己資本の額

単体自己資本比率

規則第百三十五条第二項に規定する金融庁 長官が 別に定める事項（連結自己資本比率を算出する国内基

四

）は、次に掲げる事項とする。

第五条

２

三

二

一

自己資本の構成に関する開示 事項

連結総所要自己資本額

連結における自己資本の額

連結自己資本比率

準金庫に係るものに限る。）は、前項各号に 掲げる 事項に加 え、次に掲げる事項とする。

四

- 42 -

３

第一項第四号に掲げる事項は別紙様式第一号 により 、前 項第四号に掲げる事項は別紙様式第二号により

国際統一基準金庫における開示事 項

それぞれ作成するものとする。
第三章

規則第百三十二条第一項第五号ニに規定 する 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定め

（単体における事業年度の開示事項）
第六条

る事項（国際統一基準金庫の直近の二事業年度に係 るものに 限る。）は、自己資本の構成に関する開示事

前項の自己資本の構成に関する開示事項は 、別紙 様式第三号により作成しなければならない。

項、定性的な開示事項及び定量的な開示事項と する 。
２

第一項の定性的な開示事項は、次に掲げる 事項と する。
信用金庫連合会の自己資本の充実度 に関 する評 価方法の 概要

３
一

リスク管理の方針及び手 続の概 要

信用リスクに関する次に掲げる事項
イ

標準的手法が適用される ポートフォリオについて、次に掲げる事項

二

ロ
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ハ

リスク・ウェイトの判定に使 用する適 格格付 機関等 の名称（ 使用する適格格付機関等を変更した

場合には、その理由を含む。）

エクスポージャーの種類ごと のリスク ・ウェ イトの 判定 に使用する適格格付機関等の名称

次に掲げるポートフォリオご との格付 付与手 続の概要（

内部格付制度の概要

使用する内部格付手法の種類

及び
(ⅵ)

に掲げるポートフォリオについ

内部格付手法が適用され るポー トフォリ オにつ いて、次に掲げる事項
(1)

(ⅶ)

について区別して開示するこ とを要する。）

事業法人向けエクスポージャー（特 定貸 付債権及び適格購入事業法人等向けエクスポージャー

ことを要しない。）

テール業務のリスク特性の理解に支障が 生じ ないと判 断でき る場合には、両者を区別して開示する

かつ、これらのポートフォリオのリスク特性 が類似し ており 、預金者等による信用金庫連合会のリ

て、信用リスクに関するエクスポージャー全 体に占め るこれ らのポートフォリオの割合が少なく、

(2)
(ⅰ)
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(1)
(2)
(3)

(ⅱ)

株式等エクスポージャー（株式等エ クスポ ージャ ーの信 用リスク・アセットの額の算出に

金融機関等向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

適格リボルビング型リテール向けエ クスポ ージャ ー

居住用不動産向けエクスポージャー

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 の概要

その他リテール向けエクスポージャ ー

三

派生商品取引及び長期決済期間取引の取 引相手 のリスク に関するリスク管理の方針及び手続の概要

PD/

リスク管理の方針及びリ スク特 性の概要

四

イ

自己資本比率告示第二百 四十九 条第四項第三号から第六号まで（自己資本比率告示第二百五十四条

証券化エクスポージャーに関する次 に掲 げる事 項

ロ

五

(ⅴ)

方式 を適用する場合に限る 。）
LGD

(ⅲ)
(ⅵ)

第二項及び第三百二条の四第一項 におい て準用 する場合を含む。）に規定する体制の整備及びその運

- 45 -

(ⅳ)
(ⅶ)

ホ

ニ

ハ

信用金庫連合会が証券化 目的導 管体を用 いて第 三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当

証券化エクスポージャー のマー ケット・ リスク 相当額の算出に使用する方式の名称

証券化エクスポージャー の信用 リスク・ アセッ トの 額の算出に使用する方式の名称

信用リスク削減手法とし て証券 化取引を 用いる 場合の 方針

用状況の概要

ヘ

該証券化目的導管体の種類及び当該信用金 庫連合 会が当該証券化取引に係る証券化エクスポージャー
を保有しているかどうかの別

信用金庫連合会の子法人 等（連 結子法人 等を除く。）及び関連法人等のうち、当該信用金庫連合会

証券化取引に関する会計 方針

ト

が行った証券化取引（信用金庫連合会が証 券化 目的導管体を用いて行った証券化取引を含む。）に係

チ

証券化エクスポージャー の種類 ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称（使

る証券化エクスポージャーを保有してい るもの の名称

リ

用する適格格付機関を変更した場 合には 、その 理由を含む。）
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六

ル

ヌ
定量的な情報に重要な変 更が生 じた場合 には、 その内 容

内部評価方式を用いてい る場合 には、そ の概要

マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（自己資本 比率告示第三十一条の算式にマーケット・リ

リスク管理の方針及び手 続の概 要

スク相当額に係る額を算入す る場合 に限る。 ）
イ

マーケット・リスク相当 額の算 出に使用 する 方式の名称（複数の方式を使用する場合には、業務の

想定される保有期間及び 保有期 間が想定 を超える蓋然性等を踏まえ、取引の特性に応じて適切に価

別、拠点の別又は個別リスク若しくは一般 市場 リスクの別に開示することを要する。）

ロ

ハ
格を評価するための方法

内部モデル方式を使用す る場合 における使用するモデルの概要並びにバック・テスティング及びス

追加的リスクを内部モデ ルで計 測している場合には、当該内部モデルの概要

ニ

ホ

包括的リスクを内部モデ ルで計測している場合には、当該内部モデルの概要

トレス・テストの説明

ヘ
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七

ト

マーケット・リスクに対 する自 己資本の 充実度 を内部的 に評価する際に用いている各種の前提及び
評価の方法

リスク管理の方針及び手 続の概 要

オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項
イ

オペレーショナル・リス ク相当 額の算出 に使用 する手法の名称（部分的に先進的計測手法を使用す
る場合は、各手法の適用範囲を含む。）
先進的計測手法を使用す る場合 における 次に掲げる事項
当該手法の概要

出資等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
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ロ

ハ

保険によるリスク削減の有無 （保険に よる リスク削減を行った場合は、保険の利用方針と概要を

八

リスク管理の方針及び手 続の概要

金利リスクに関する次に掲げる事項

含む。）

(1)

九
イ

(2)

４

ロ

信用金庫連合会が内部管 理上使 用した金 利リス クの算定 手法の概要

貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示事項で ある別紙様式第三号に記載する項目のいずれ
に相当するかについての説明
第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事 項と する。
自己資本の充実度に関する次に掲げる事項

信用リスクに対する所要 自己資 本の額（ ロ及 びハの額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフ

に掲げるポートフォリ オについ て、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこ

り、預金者等による信用金庫連合 会の リテー ル業務の リスク 特性の理解に支障が生じないと判断で
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十

一
イ
ォリオごとの額

標準的手法が適用されるポー トフォリ オ及び 標準的手法が複数のポートフォリオに適用される場

及び

(ⅵ)

れらのポートフォリオの割合が少なく 、かつ 、これら のポー トフォリオのリスク特性が類似してお

(ⅴ)

内部格付手法が適用されるポ ートフォ リオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（

合における適切なポートフォリオの区分ごと の内訳

(1)
(2)

ロ

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

その他リテール向けエクスポージャ ー

適格リボルビング型リテール向けエ クスポ ージャ ー

居住用不動産向けエクスポージャー

金融機関等向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

事業法人向けエクスポージャー

びこのうち次に掲げる区分ごとの額

マーケット・ベース方式が適 用される 株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごと

簡易手法が適用される株式等エク スポー ジャー

の内訳
(ⅰ)
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きる場合には、両者を区別して開示することを要しない。）

(ⅴ)

証券化エクスポージャー

(ⅵ)

内部格付手法が適用され る株式 等エク スポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及

(3)
(1)

ハ

ニ

ホ

内部モデル手法が適用される株式等 エクス ポージ ャー
方 式が適用される株式等エクスポージャ ー
PD/LGD

基礎的手法

掲げる手法ごとの額

オペレーショナル・リス クに対 する所要自己資本の額及びこのうち信用金庫連合会が使用する次に

内部モデル方式

取引のカテゴリーごとに開示することを要す る。）

標準的方式（金利リスク、株 式リスク 、外国 為替リスク、コモディティ・リスク及びオプション

方式ごとの額

マーケット・リスクに対 する所 要自己資 本の額 及びこのうち信用金庫連合会が使用する次に掲げる

自己資本の額

信用リスク・アセットの みなし 計算が適 用され るエ クスポージャーに係る信用リスクに対する所要

(ⅱ)

粗利益配分手法
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(2)
(1)
(2)
(2) (1)

二

ヘ

先進的計測手法

単体総所要自己資本額（ 自己資 本比率告 示第三 十一条 の算式の分母の額に八パーセントを乗じた額
をいう。第九条第一項第七号において同じ 。）

信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算 が適用 されるエクスポージャー及び証券化エクスポ

信用リスクに関するエク スポー ジャー の期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエ

内訳

幅に乖離している場合には、期中平均残高 の開 示も要する。）及びエクスポージャーの主な種類別の

信用リスクに関するエク スポー ジャーの 期末 残高（期末残高がその期のリスク・ポジションから大

ージャーを除く。）に関する 次に掲 げる事項
イ

ロ

クスポージャーの主な種類別の内訳
地域別
業種別又は取引相手の別
残存期間別
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(3)
(3) (2) (1)

ハ

ニ

ホ
ヘ

三月以上延滞エクスポー ジャー の期末残 高又は デフォル トしたエクスポージャーの期末残高及びこ
れらの次に掲げる区分ごとの内訳
地域別
業種別又は取引相手の別

一般貸倒引当金、個別貸 倒引当 金及び特 定海外 債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（一般貸

倒引当金及び個別貸倒引当金については、 次に掲 げる区分ごとの期末残高及び期中の増減額を含む。

ただし、一般貸倒引当金について、次に掲 げる 区分ごとの算定を行っていない場合には、区分ごとの
開示を要しない。）
地域別
業種別又は取引相手の別

業種別又は取引相手の別 の貸出 金償却の額

標準的手法が適用される エクス ポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削

減手法の効果を勘案した後の残高 （格付 が付与 されている信用供与の割合が信用供与の額全体の一パ
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(2) (1)
(2) (1)

ト

チ

ーセント未満である場合には、区分を要し ない。 ）並び に自 己資本比率告示第七十七条第二項第二号

、第百七十七条第二項第二号及び第二百四 十七条 第一項 （自己資本比率告示第百二十三条、第百二十

五条及び第百三十四条第一項において準用 する場 合に限 る。）の規定により千二百五十パーセントの
リスク・ウェイトが適用されるエクスポー ジャー の額

内部格付手法が適用され るエク スポージ ャーの うち、スロッティング・クライテリアに割り当てら

の推計値（先進的内部格付手法を適用する場合は、
LGD

を 含む。）の加 重平均値 、リス ク・ウェイトの加重
ELdefault
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れた特定貸付債権及びマーケット・ベース 方式の 簡易手法が適用される株式等エクスポージャーにつ

いて、自己資本比率告示第百五十一条第三 項及 び第五項並びに第百六十五条第四項に定めるリスク・
ウェイトが適用される場合におけるリスク ・ウ ェイトの区分ごとの残高

内部格付手法が適用され るポー トフォ リオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、

それぞれ次に定める事項（信用リスク削 減手法 を用いた場合は、これを反映するものとする。）

の推計値、
PD

事業法人向けエクスポージャ ー、ソブ リン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポー
債務者格付ごとの

デフォルトしたエクスポージャー に係 る

ジャー

(1)

リ

平均値、オン・バランス資産項目の

の推計 値及びオフ ・バラン ス資産 項目の
EAD

債務 者格付 ごとの

の 推計値 （
EAD

の 推計値 、リス ク・ウ
PD

先進的内部格付手法を適用する場合は、コミットメントの未 引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目
の推計値の加重平均値を含む。）
方 式を適用する株式等エクスポージャー
PD/LGD

ェイトの加重平均値及び残高

次のいず れかの 事項

の推計値（デフォルトしたエクスポージャーに係る
LGD

ELdefault

居住用不動産向けエクスポー ジャー、 適格リ ボル ビング型リテール向けエクスポージャー及びそ

の推計値、
PD

の他リテール向けエクスポージャー
プール単位での

の
EAD

の 推計値 、コミットメントの未引出額及び当該未引出
EAD

区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージ ャーの 分析
EL

内部格付手法を適用する 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機

適切な数の

額に乗ずる掛目の推計値の加 重平均値

推計値、オフ・バランス資産 項目の

を含む。）の加重平均値、リ スク・ウ ェイ トの加重平均値、オン・バランス資産項目の

(ⅰ)
(ⅱ)
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(2)
(3)

三

ヌ

イ

関等向けエクスポージャー、

方 式を適 用する 株式等 エクスポージャ ー、居住用不動産向けエ
PD/LGD

クスポージャー、適格リボルビング型リテ ール向 けエク スポージャー及びその他リテール向けエクス

ポージャーごとの直前期における損失の実 績値及 び当該 実績値と過去の実績値との対比並びに要因分
析

方 式を適 用する 株式等 エク スポージャー、居住用不動産向けエ
PD/LGD

内部格付手法を適用する 事業法 人向けエ クスポ ージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機
関等向けエクスポージャー、

クスポージャー、適格リボルビング型リテ ール 向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクス
ポージャーごとの長期にわたる損失額の推 計値 と実績値との対比
信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項

標準的手法又は基礎的内 部格付 手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク

削減手法が適用されたエクスポージャー （信用 リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。）の

額（包括的手法を採用し、かつ、ボラテ ィリテ ィ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行

っている場合は、当該上方調整額 に相当 する額 を減額した額）（基礎的内部格付手法が適用されるポ
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四

ロ

イ
ロ

ートフォリオについては、事業法人向けエ クスポ ージャ ー、 ソブリン向けエクスポージャー及び金融
機関等向けエクスポージャーごとに開示す ること を要す る。）
適格金融資産担保

適格資産担保（基礎的内部格 付手法が 適用さ れるポ ートフォリオに係るものに限る。）

標準的手法又は内部格付 手法が 適用され るポー トフォリオについて、保証又はクレジット・デリバ

ティブが適用されたエクスポージャー（信 用リス ク削減手法の効果が勘案された部分に限る。）の額

（内部格付手法が適用されるポートフォリ オに ついては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン

向けエクスポージャー、金融機関等向けエ クス ポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適

格リボルビング型リテール向けエクスポー ジャ ー及びその他リテール向けエクスポージャーごとに開
示することを要する。）

派生商品取引及び長期決済期間取 引の取 引相手 のリスク に関する次に掲げる事項
与信相当額の算出に用い る方式
グロス再構築コストの額 （零を下回らないものに限る。）の合計額
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(2) (1)

五

ハ

担保による信用リスク削 減手法 の効果を 勘案す る前の与 信相当額（派生商品取引にあっては、取引
の区分ごとの与信相当額を含む。）

ロに掲げる合計額及びグ ロスの アドオン の合計 額か らハに掲げる額を差し引いた額（カレント・エ

担保の種類別の額

ニ

ホ

担保による信用リスク削 減手法 の効果を 勘案 した後の与信相当額
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クスポージャー方式を用いる場合に限る。 ）

ヘ

与信相当額算出の対象と なるク レジット ・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブ

信用金庫連合会がオリジ ネータ ーである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券

証券化エクスポージャーに関する次 に掲 げる事 項

信用リスク削減手法の効 果を勘 案する ために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

の種類別、かつ、プロテクションの購入又 は提 供の別に区分した額

ト

チ

イ

原資産の合計額、資産譲渡型 証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並

化エクスポージャーに関する次に掲げる 事項
(1)

びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（ただし、信用金庫 連合会が証券化エクスポージャーを保

有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引 に係るものに限る。）

原資産を構成するエクスポー ジャーの うち、 三月以 上延 滞エクスポージャーの額又はデフォルト

したエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこ れらの 主な原資産の種類別の内訳（ただし、

信用金庫連合会が証券化エクスポージャーを保有しな い証券 化取引の原資産については、当期の証
券化取引に係るものに限る。）

証券化取引を目的として保有 している 資産の 額及びこれらの主な資産の種類別の内訳

当期に証券化取引を行ったエ クスポー ジャー の概略（当期に証券化取引を行ったエクスポージャ

ーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。）

証券化取引に伴い当期中に認 識した売 却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主な原資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

ーについて区別して記載することを要 する。 ）

保有する証券化エクスポージ ャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己
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(2)
(4) (3)
(6) (5)
(7)

資本の額（再証券化エクスポージャーについて区別して記載 することを要する。）

証券化取引に伴い増加した自 己資本に 相当す る額及 び主な 原資産の種類別の内訳

自己資本比率告示第二百四十 七条第一 項の規 定によ り千 二百五十パーセントのリスク・ウェイト

が適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原 資産の 種類別の内訳

早期償還条項付の証券化エク スポージ ャーに ついて 、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内

合計額に対する所要自己資本 の額

対象とする実行済みの信用供 与の額 及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額の

の額の
EAD

の額の
EAD

信用金庫連合会が投資家の持分に対 して 算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを

合計額に対する所要自己資本 の額

対象とする実行済みの信用供 与の額及 び想 定元本額の未実行の部分の信用供与額の

信用金庫連合会がオリジネーターと して留 保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを

早期償還条項付の証券化エクスポー ジャー を対象とする実行済みの信用供与の額

訳を含む。）
(ⅰ)
(ⅱ)
(ⅲ)
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(9) (8)
(10)

ロ

保有する再証券化エクスポー ジャーに 対する 信用リ スク削減 手法の適用の有無及び保証人ごと又

は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

自己資本比率告示附則第十五 条の適用 により 算出さ れる 信用リスク・アセットの額

信用金庫連合会が投資家 である 場合にお ける信 用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクス
ポージャーに関する次に掲げる事項

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主 な原 資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

ーについて区別して記載することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの適 切な数 のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

資本の額（再証券化エクスポージャーについ て区別し て記載 することを要する。）

自己資本比率告示第二百四十 七条第一 項の規定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイト

が適用される証券化エクスポージャー の額及 び主な原 資産の 種類別の内訳

保有する再証券化エクスポー ジャー に対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又

は当該保証人に適用されるリスク ・ウ ェイト の区分ご との内 訳
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(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)

ハ

自己資本比率告示附則第十五 条の適用 により 算出さ れる信用 リスク・アセットの額

信用金庫連合会がオリジ ネータ ーである 場合に おける マーケット・リスク相当額の算出対象となる
証券化エクスポージャーに関する次に掲げ る事項

原資産の合計額、資産譲渡型 証券化取 引に係 る原資 産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並

びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（ただし、信 用金庫 連合会が証券化エクスポージャーを保

有しない証券化取引の原資産については、当期の証券 化取引 に係るものに限る。）

証券化取引を目的として保有 している 資産の 額及びこれらの主な資産の種類別の内訳

当期に証券化取引を行ったエ クスポー ジャー の概略（当期に証券化取引を行ったエクスポージャ

ーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。）

証券化取引に伴い当期中に認 識した売 却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主な原資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

ーについて区別して記載することを要 する。 ）

保有する証券化エクスポージ ャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己
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(5)
(1)
(3) (2)
(5) (4)
(6)

資本の額（再証券化エクスポージャーについて区別して記載 することを要する。）

包括的リスクの計測対象とし ている証 券化エ クスポ ージャ ーの総額並びに所要自己資本の額及び

適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳

証券化取引に伴い増加した自 己資本に 相当す る額及 び主な原資産の種類別の内訳

自己資本比率告示第三百二条 の五第二 項にお いて読 み替えて準用する自己資本比率告示第二百四

十七条（第一項第二号を除く。）の規定により百パー セント のリスク・ウェイトが適用される証券
化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類 別の内 訳

早期償還条項付の証券化エク スポージ ャーに ついて、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内

早期償還条項付の証券化エクスポー ジャ ーを対象とする実行済みの信用供与の額

訳を含む。）

信用金庫連合会がオリジネーターと して 留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを

合計額に対する所要自己資本 の額

の額の
EAD

(ⅰ)

対象とする実行済みの信用供 与の額 及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額の

(ⅱ)
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(7)
(9) (8)
(10)

ニ

信用金庫連合会が投資家の持分に対 して算 出する 早期償 還条 項付の証券化エクスポージャーを

の額の
EAD

自己資本比率告示第三百二条 の五第 二項において読み替えて準用する自己資本比率告示第二百四

及び適切なリスクの種類別の所要自己 資本の 額の内訳

保有する包括的リスクの計測 対象とな る証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額

資本の額（再証券化エクスポージャーについ て区別し て記載 することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの適 切な数 のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

ーについて区別して記載することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主 な原 資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

クスポージャーに関する次に掲げる事項

信用金庫連合会が投資家 である 場合にお けるマ ーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エ

合計額に対する所要自己資本 の額

対象とする実行済みの信用供 与の額及 び想定 元本額 の未実 行の部分の信用供与額の

(ⅲ)

十七条（第一項第二号を除く。） の規 定によ り百パー セント のリスク・ウェイトが適用される証券
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(1)
(2)
(3)
(4)

六

七

イ

ロ

ハ

ニ

化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（内部モデ ル方式を使用する場合に限る。）

期末のバリュー・アット ・リス クの値並 びに開 示期 間におけるバリュー・アット・リスクの最高、
平均及び最低の値

期末のストレス・バリュ ー・ア ット・リ スクの 値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・ア
ット・リスクの最高、平均及び最低の値

期末の追加的リスク及び 包括的 リスクに 係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リス
ク並びに包括的リスクに係る所要自己資本 の最 高、平均及び最低の額

バック・テスティングの 結果及 び損益 の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖
離した場合についての説明

出資等又は株式等エクスポージャ ーに関 する次 に掲げる 事項（特定取引に係るものを除く。次条第四

貸借対照表計上額及び時 価並びに次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額

項第八号において同じ。）
イ
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ロ
ハ
ニ

上場株式等エクスポージャー

上場株式等エクスポージャー に該当し ない出 資等又 は株式 等エクスポージャー

出資等又は株式等エクス ポージ ャーの売 却及び 償却 に伴う損益の額
貸借対照表で認識され、 かつ、 損益計算 書で認 識されない評価損益の額
貸借対照表及び損益計算 書で認 識されな い評価 損益の額

自己資本比率告示附則第 十三条 が適用さ れる 株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージ

信用リスク・アセットのみなし計算が適 用され るエクス ポージャーの額

ホ

八

金利リスクに関して信用金庫連合会が内 部管理 上使用し た金利ショックに対する損益又は経済的価値

ャーのポートフォリオの区分ごとの額

九
の増減額

規則第百三十三条第一項第三号 ハに規 定する 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定め

（連結会計年度の開示事項）
第七条

る事項（国際統一基準金庫の直近 の二 連結会 計年度 に係るも のに限る。）は、自己資本の構成に関する開
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(2) (1)

前項の自己資本の構成に関する開示事項は、 別紙様 式第四号により作成しなければならない。

示事項、定性的な開示事項及び定量的な開示事項とする。
２
第一項の定性的な開示事項は、次に掲げる事 項とす る。

ロ

イ

連結グループのうち、連 結子会 社の数並 びに 主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容

連結グループに属する会 社と会 計連結範 囲に含 まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因

連結グループの自己資本の充 実度 に関す る評価 方法の概 要

連結グループ内の資金及 び自己 資本の移動に係る制限等の概要

な業務の内容

社であって会計連結範囲に含まれるもの の名称 、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要

連結グループに属する会 社であ って会 計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会

む関連法人等の名称、貸借対照表の総資産 の額 及び純資産の額並びに主要な業務の内容

自己資本比率告示第二十 六条が 適用され る金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営

ホ

ニ

ハ

連結の範囲に関する次に掲げる事項

３
一

二
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三
リスク管理の方針及び手 続の概 要

信用リスクに関する次に掲げる事項
イ

標準的手法が適用される ポート フォリオ につい て、 次に掲げる事項

及び

に掲げるポートフォリオについ

内部格付手法が適用され るポー トフォリ オについて、次に掲げる事項

エクスポージャーの種類ごと のリスク ・ウェ イト の判定に使用する適格格付機関等の名称

場合には、その理由を含む。）

リスク・ウェイトの判定に使 用する適 格格付 機関等 の名称（使用する適格格付機関等を変更した

ロ

ハ

使用する内部格付手法の種類
内部格付制度の概要
次に掲げるポートフォリオご との格付 付与手続の概要（

(ⅶ)

ール業務のリスク特性の理解に支 障が 生じな いと判断 できる 場合には、両者を区別して開示するこ

かつ、これらのポートフォリオのリス ク特性 が類似し ており 、預金者等による連結グループのリテ

て、信用リスクに関するエクスポージ ャー全 体に占め るこれ らのポートフォリオの割合が少なく、

(ⅵ)
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(1)
(2)
(3) (2) (1)

とを要しない。）

金融機関等向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

居住用不動産向けエクスポージャー

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 の概要

適格リボルビング型リテール向けエ クスポ ージャー

四

派生商品取引及び長期決済期間取 引の取 引相手 のリスク に関するリスク管理の方針及び手続の概要

その他リテール向けエクスポージャ ー

五

証券化エクスポージャーに関 する 次に掲 げる事 項

PD/

事業法人向けエクスポージャー（特 定貸付 債権及 び適格 購入事業法人等向けエクスポージャー

株式等エクスポージャー（株式等エ クスポ ージャ ーの信用リスク・アセットの額の算出に

について区別して開示するこ とを要す る。）
(ⅱ)
(ⅴ)

方式 を適用する場合に限る 。）
LGD

(ⅲ)
(ⅵ)

六

- 69 -

(ⅰ)
(ⅳ)
(ⅶ)

ロ

イ

自己資本比率告示第二百 四十九 条第四項 第三号 から第 六号まで（自己資本比率告示第二百五十四条

リスク管理の方針及びリ スク特 性の概要

第二項及び第三百二条の四第一項において 準用す る場合 を含む。）に規定する体制の整備及びその運

ハ

証券化エクスポージャー の信用 リスク・ アセ ットの額の算出に使用する方式の名称

信用リスク削減手法とし て証券 化取引を 用いる 場合の方針

用状況の概要

ニ

証券化エクスポージャー のマー ケット・ リスク相当額の算出に使用する方式の名称（自己資本比率

連結グループの子法人等 （連結 子法人等を除く。）及び関連法人等のうち、当該連結グループが行

有しているかどうかの別

証券化目的導管体の種類及び当該連結グ ループ が当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保

連結グループが証券化目 的導管 体を用 いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該

告示第十九条の算式にマーケット・リスク 相当 額に係る額を算入する場合に限る。）

ホ

ヘ

ト

った証券化取引（連結グループが 証券化 目的導 管体を用いて行った証券化取引を含む。）に係る証券
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七

チ

証券化エクスポージャー の種類 ごとのリ スク・ ウェ イトの判定に使用する適格格付機関の名称（使

証券化取引に関する会計 方針

化エクスポージャーを保有しているものの 名称

リ

ヌ

定量的な情報に重要な変 更が生 じた場合 には 、その内容

内部評価方式を用いてい る場合 には、そ の概要

用する適格格付機関を変更した場合には、 その理 由を含む。）

ル

マーケット・リスクに関する次に掲げる事 項（ 自己資本 比率告示第十九条の算式にマーケット・リス

リスク管理の方針及び手 続の概 要

ク相当額に係る額を算入する 場合に 限る。）
イ

マーケット・リスク相当 額の算 出に使用する方式の名称（複数の方式を使用する場合には、業務の

想定される保有期間及び 保有期 間が想定を超える蓋然性等を踏まえ、取引の特性に応じて適切に価

別、拠点の別又は個別リスク若しくは一 般市場 リスクの別に開示することを要する。）

ロ

ハ

格を評価するための方法
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八

内部モデル方式を使用す る場合 における 使用す るモデル の概要並びにバック・テスティング及びス

ホ

包括的リスクを内部モデ ルで計 測してい る場合 には、当該内部モデルの概要

追加的リスクを内部モデ ルで計 測してい る場合 には 、当該内部モデルの概要

ニ

ヘ

マーケット・リスクに対 する自 己資本の 充実度 を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び

トレス・テストの説明

ト

保険によるリスク削減の有無 （保険によるリスク削減を行った場合は、保険の利用方針と概要を

当該手法の概要
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評価の方法

リスク管理の方針及び手 続の概 要

オペレーショナル・リスクに関する次に掲 げる 事項
イ

オペレーショナル・リス ク相当 額の算 出に使用する手法の名称（部分的に先進的計測手法を使用す

(1)

先進的計測手法を使用す る場合 における次に掲げる事項

る場合は、各手法の適用範囲を含む。）

ロ

ハ

(2)

４

出資等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

含む。）
九

リスク管理の方針及び手 続の概 要

金利リスクに関する次に掲げる事項
イ

連結グループが内部管理 上使用 した金利 リスク の算定手法の概要

十

ロ

自己資本比率告示第二十条の規定に従い連結 財務諸表 を作成したと仮定した場合における連結貸借

自己資本の充実度に関する次 に掲 げる事 項

所要自己資本を下回った額の 総額

であって信用金庫連合会の子 法人等 であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と

その他金融機関等（自己資本比率告 示第 二十五 条第八項 第一号に規定するその他金融機関をいう。）

第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる 事項と する。

する項目のいずれに相当する かにつ いての説 明

対照表の各科目の額及びこれ らの科 目が自己 資本の構成に関する開示事項である別紙様式第四号に記載

十一

一

二
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イ

信用リスクに対する所要 自己資 本の額（ ロ及び ハの額を 除く。）及びこのうち次に掲げるポートフ
ォリオごとの額

標準的手法が適用されるポー トフォリ オ及び 複数の ポー トフォリオに適用される場合における適

切なポートフォリオの区分ごとの内訳

に掲げるポートフォリ オについ て、信 用リ スクに関するエクスポージャー全体に占めるこ

内部格付手法が適用されるポ ートフォ リオ及 びこの うち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（
及び
(ⅵ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

居住用不動産向けエクスポージャー

金融機関等向けエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

事業法人向けエクスポージャー

る場合には、両者を区別して開示することを 要しない 。）

り、預金者等による連結グループのリテール 業務のリ スク特 性の理解に支障が生じないと判断でき

れらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、 これら のポー トフォリオのリスク特性が類似してお

(ⅴ)
(ⅳ)
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(1)
(2)

ロ

ハ

ニ

(ⅴ)

その他リテール向けエクスポージャ ー

適格リボルビング型リテール向けエ クスポ ージャ ー

内部モデル手法が適用される株式等 エクス ポージャー

簡易手法が適用される株式等エクス ポージ ャー

自己資本の額

信用リスク・アセットの みなし 計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要

方 式が適用される株式等エクスポージャ ー
PD/LGD

(ⅰ)

の内訳

マーケット・ベース方式が適 用される 株式等 エク スポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごと

びこのうち次に掲げる区分ごとの額

内部格付手法が適用され る株式 等エクス ポージ ャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及

証券化エクスポージャー

(ⅵ)
(ⅱ)

マーケット・リスクに対 する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる方
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(3)
(1)
(2)

三

ホ

ヘ

式ごとの額

標準的方式（金利リスク、株 式リスク 、外国 為替リ スク、 コモディティ・リスク及びオプション

取引のカテゴリーごとに開示することを要する。）
内部モデル方式

オペレーショナル・リス クに対 する所要 自己資 本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲
げる手法ごとの額
基礎的手法
粗利益配分手法
先進的計測手法

連結総所要自己資本額（ 自己資 本比率告示第十九条の算式の分母の額に八パーセントを乗じた額を
いう。第九条第二項第七号において同じ 。）

信用リスク（信用リスク・アセッ トのみ なし計 算が適用 されるエクスポージャー及び証券化エクスポ
ージャーを除く。）に関する 次に掲げる事項
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(1)
(2)
(3) (2) (1)

信用リスクに関するエク スポー ジャーの 期末残 高（期末 残高がその期のリスク・ポジションから大

幅に乖離している場合には、期中平均残高 の開示 も要す る。）及びエクスポージャーの主な種類別の
内訳

信用リスクに関するエク スポー ジャーの 期末残 高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエ
クスポージャーの主な種類別の内訳
地域別
業種別又は取引相手の別
残存期間別

三月以上延滞エクスポー ジャー の期末 残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこ
れらの次に掲げる区分ごとの内訳
地域別
業種別又は取引相手の別

一般貸倒引当金、個別貸 倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（一般貸
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イ

ロ

ハ

ニ

(3) (2) (1)
(2) (1)

ホ
ヘ

ト

倒引当金及び個別貸倒引当金については、 次に掲 げる区 分ご との期末残高及び期中の増減額を含む。

ただし、一般貸倒引当金について次に掲げ る区分 ごとの 算定を行っていない場合には、区分ごとの開
示を要しない。）
地域別
業種別又は取引相手の別

業種別又は取引相手の別 の貸出 金償却の 額

標準的手法が適用される エクス ポージャ ーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削

減手法の効果を勘案した後の残高（格付が 付与 されている信用供与の割合が信用供与の額全体の一パ

ーセント未満である場合には、区分を要し ない 。）並びに自己資本比率告示第七十七条第二項第二号

、第百七十七条第二項第二号及び第二百 四十七 条第一項（自己資本比率告示第百二十三条、第百二十

五条及び第百三十四条第一項において準 用する 場合に限る。）の規定により千二百五十パーセントの
リスク・ウェイトが適用されるエクスポ ージャ ーの額

内部格付手法が適用され るエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てら
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(2) (1)

チ

れた特定貸付債権及びマーケット・ベース 方式の 簡易手 法が 適用される株式等エクスポージャーにつ

いて、自己資本比率告示第百五十一条第三 項及び 第五項 並びに第百六十五条第四項に定めるリスク・
ウェイトが適用される場合におけるリスク ・ウェ イトの 区分ごとの残高

内部格付手法が適用され るポー トフォリ オにつ いて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、

それぞれ次に定める事項（信用リスク削減 手法を 用いた場合は、これを反映するものとする。）

債務者格付ごとの

の推計値、
PD

の推計値（先進的内部格付手法を適用する場合は、
LGD

事業法人向けエクスポージャ ー、ソブ リン向 けエ クスポージャー及び金融機関等向けエクスポー

ジャー

の 推計値 （
EAD

を 含む。）の加 重平均値 、リス ク・ウェイトの加重
ELdefault

の 推計値及びオフ ・バラン ス資産 項目の
EAD

デフォルトしたエクスポージャーに係る
平均値、オン・バランス資産項目の

債務 者格付 ごとの

の 推計値 、リス ク・ウ
PD

先進的内部格付手法を適用する場合は、 コミ ットメン トの未 引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目
の推計値の加重平均値を含む。）
方 式を適用する株式等エクスポージャー
PD/LGD

ェイトの加重平均値及び残高
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(1)
(2)

リ

ヌ

析

次のいずれかの事項

の推計値（デフォルトしたエクスポージャーに係る
LGD

ELdefault

居住用不動産向けエクスポー ジャー、 適格リ ボルビ ング型リ テール向けエクスポージャー及びそ

の推計値、
PD

の他リテール向けエクスポージャー
プール単位での

の
EAD

の 推計値 、コミットメントの未引出額及び当該未引出
EAD

区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージ ャーの 分析
EL

方 式を適 用する 株式 等エクスポージャー、居住用不動産向けエ
PD/LGD

ポージャーごとの直前期における損失の 実績値 及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分

クスポージャー、適格リボルビング型リ テール 向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクス

関等向けエクスポージャー、

内部格付手法を適用する 事業法 人向けエ クスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機

適切な数の

額に乗ずる掛目の推計値の加 重平均値

推計値、オフ・バランス資産 項目の

を含む。）の加重平均値、リ スク・ウ ェイト の加重 平均値、オン・バランス資産項目の

(ⅰ)
(ⅱ)

内部格付手法を適用する 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機
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(3)

四
イ

ロ

関等向けエクスポージャー、

方 式を適 用する 株式等 エクスポージャ ー、居住用不動産向けエ
PD/LGD

クスポージャー、適格リボルビング型リテ ール向 けエク スポージャー及びその他リテール向けエクス
ポージャーごとの長期にわたる損失額の推 計値と 実績値 との対比
信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項

標準的手法又は基礎的内 部格付 手法が適 用され るポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク
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削減手法が適用されたエクスポージャー（ 信用リ スク削減手法の効果が勘案された部分に限る。）の

額（包括的手法を採用し、かつ、ボラティ リテ ィ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行

っている場合は、当該上方調整額に相当す る額 を減額した額）（基礎的内部格付手法が適用されるポ

ートフォリオについては、事業法人向けエ クス ポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融
機関等向けエクスポージャーごとに開示 するこ とを要する。）
適格金融資産担保

適格資産担保（基礎的内部格 付手法 が適用されるポートフォリオに係るものに限る。）

標準的手法又は内部格付 手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバ

(2) (1)

五

ティブが適用されたエクスポージャー（信 用リス ク削減 手法 の効果が勘案された部分に限る。）の額

（内部格付手法が適用されるポートフォリ オにつ いては 、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン

向けエクスポージャー、金融機関等向けエ クスポ ージャ ー、居住用不動産向けエクスポージャー、適

格リボルビング型リテール向けエクスポー ジャー 及びその他リテール向けエクスポージャーごとに開
示することを要する。）

イ

グロス再構築コストの額 （零を 下回らな いものに限る。）の合計額

与信相当額の算出に用い る方式

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手 のリスク に関する次に掲げる事項

ロ

担保による信用リスク削 減手法 の効果 を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあっては、取引

担保の種類別の額

クスポージャー方式を用いる場合に限る 。）

ロに掲げる合計額及びグ ロスの アドオンの合計額からハに掲げる額を差し引いた額（カレント・エ

の区分ごとの与信相当額を含む。）

ハ

ニ

ホ

- 82 -

六

ト

ヘ

与信相当額算出の対象と なるク レジット ・デリ バティ ブの想定元本額をクレジット・デリバティブ

担保による信用リスク削 減手法 の効果を 勘案し た後の与 信相当額

の種類別、かつ、プロテクションの購入又 は提供 の別に 区分した額

信用リスク削減手法の効 果を勘 案するた めに用 いているクレジット・デリバティブの想定元本額
証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

連結グループがオリジネ ーター である場 合に おける信用リスク・アセットの算出対象となる証券化
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チ

イ

エクスポージャーに関する次に掲げる事項

原資産の合計額、資産譲渡型 証券化取 引に係 る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並

連結グループが証券化エクスポー ジャ ーを保 有しない 証券化 取引の原資産については、当期の証券

したエクスポージャーの額及び当期の 損失額 並びにこ れらの 主な原資産の種類別の内訳（ただし、

原資産を構成するエクスポー ジャーの うち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルト

しない証券化取引の原資産については、 当期 の証券化 取引に 係るものに限る。）

びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（た だし、連 結グル ープが証券化エクスポージャーを保有

(1)
(2)

化取引に係るものに限る。）

証券化取引を目的として保有 している 資産の 額及び これら の主な資産の種類別の内訳

当期に証券化取引を行ったエ クスポー ジャー の概略 （当 期に証券化取引を行ったエクスポージャ

ーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。）

証券化取引に伴い当期中に認 識した売 却損益 の額及 び主な原資産の種類別の内訳

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主 な原 資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

ーについて区別して記載することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの適 切な数 のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

資本の額（再証券化エクスポージャーについ て区別し て記載 することを要する。）

証券化取引に伴い増加した自 己資本に 相当する額及び主な原資産の種類別の内訳

自己資本比率告示第二百四十 七条第一 項の規定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイト

が適用される証券化エクスポージャー の額及 び主な原 資産の 種類別の内訳

早期償還条項付の証券化エク スポージャーについて、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内
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(4) (3)
(6) (5)
(7)
(9) (8)
(10)

ロ

早期償還条項付の証券化エクスポー ジャー を対象 とする 実行済みの信用供与の額

訳を含む。）

連結グループがオリジネーターとし て留保 する早 期償還 条項付の証券化エクスポージャーを対

の額の合
EAD

の額の合
EAD

保有する再証券化エクスポー ジャーに 対す る信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又

計額に対する所要自己資本の 額

象とする実行済みの信用供与 の額及び 想定元 本額の未実行の部分の信用供与額の

連結グループが投資家の持分に対し て算出 する早 期償還条項付の証券化エクスポージャーを対

計額に対する所要自己資本の 額

象とする実行済みの信用供与 の額及び 想定元 本額の 未実行の部分の信用供与額の

(ⅰ)

自己資本比率告示附則第十五 条の適用 により算出される信用リスク・アセットの額

連結グループが投資家で ある場 合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポ
ージャーに関する次に掲げる事項
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(ⅱ)
(ⅲ)

は当該保証人に適用されるリスク・ウェ イト の区分ご との内 訳

(11)
(12)

ハ

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主 な原資 産の種類 別の内訳（再証券化エクスポージャ

ーについて区別して記載することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの適 切な数 のリス ク・ ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

資本の額（再証券化エクスポージャーについて区別し て記載 することを要する。）

自己資本比率告示第二百四十 七条第一 項の規 定によ り千二百五十パーセントのリスク・ウェイト

が適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原 資産の 種類別の内訳

保有する再証券化エクスポー ジャーに 対する 信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又

は当該保証人に適用されるリスク・ウェイト の区分ご との内 訳

自己資本比率告示附則第十五 条の適用 によ り算出される信用リスク・アセットの額

連結グループがオリジネ ーター である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証
券化エクスポージャーに関する次に掲げ る事項

原資産の合計額、資産譲渡型 証券化 取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並

びにこれらの主な原資産の種類別 の内 訳（た だし、連 結グル ープが証券化エクスポージャーを保有
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)

しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に 係るものに限る。）

証券化取引を目的として保有 している 資産の 額及び これら の主な資産の種類別の内訳

当期に証券化取引を行ったエ クスポー ジャー の概略 （当 期に証券化取引を行ったエクスポージャ

ーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。）

証券化取引に伴い当期中に認 識した売 却損益 の額及 び主な原資産の種類別の内訳

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主 な原 資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャ

ーについて区別して記載することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの適 切な数 のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

資本の額（再証券化エクスポージャーについ て区別し て記載 することを要する。）

包括的リスクの計測対象とし ている証 券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び

適切なリスクの種類別の所要自己資本 の額の 内訳

証券化取引に伴い増加した自 己資本 に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳

自己資本比率告示第三百二条 の五第二項において読み替えて準用する自己資本比率告示第二百四
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(3) (2)
(5) (4)
(6)
(7)
(9) (8)

ニ

十七条（第一項第二号を除く。）の規定により百パーセント のリスク・ウェイトが適用される証券
化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

早期償還条項付の証券化エク スポージ ャーに ついて 、次 に掲げる事項（主な原資産の種類別の内

早期償還条項付の証券化エクスポー ジャー を対象 とする実行済みの信用供与の額

訳を含む。）

連結グループがオリジネーターとし て留保 する早 期償還条項付の証券化エクスポージャーを対

計額に対する所要自己資本の 額

スポージャーに関する次に掲げる 事項

の額の合
EAD

連結グループが投資家で ある場 合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エク

計額に対する所要自己資本の 額

象とする実行済みの信用供与 の額及び 想定元本額の未実行の部分の信用供与額の

連結グループが投資家の持分に対し て算出 する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対

の額の合
EAD

(ⅰ)

象とする実行済みの信用供与 の額及び 想定元 本額の未実行の部分の信用供与額の

(ⅱ)
(ⅲ)
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(10)

七
イ

ロ

保有する証券化エクスポージ ャーの額 及び主 な原資 産の種類 別の内訳（再証券化エクスポージャ

ーについて区別して記載することを要する。）

保有する証券化エクスポージ ャーの適 切な数 のリス ク・ ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己

資本の額（再証券化エクスポージャーについて区別し て記載 することを要する。）

保有する包括的リスクの計測 対象とな る証券 化エク スポージャーの総額並びに所要自己資本の額

及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳

自己資本比率告示第三百二条 の五第二 項にお いて読み替えて準用する自己資本比率告示第二百四

十七条（第一項第二号を除く。）の規定によ り百パー セント のリスク・ウェイトが適用される証券
化エクスポージャーの額及び主な原資産の種 類別の内 訳

マーケット・リスクに関する次に掲 げる 事項（ 内部モデ ル方式を使用する場合に限る。）

期末のバリュー・アット ・リス クの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、
平均及び最低の値

期末のストレス・バリュ ー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・ア
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(1)
(2)
(3)
(4)

八

ハ

ット・リスクの最高、平均及び最低の値

期末の追加的リスク及び 包括的 リスクに 係る所 要自己 資本の額並びに開示期間における追加的リス
ク並びに包括的リスクに係る所要自己資本 の最高 、平均 及び最低の額

バック・テスティングの 結果及 び損益の 実績値 がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖
離した場合についての説明
出資等又は株式等エクスポージャーに関する次 に掲げる 事項

連結貸借対照表計上額及 び時価 並びに次 に掲げる事項に係る連結貸借対照表計上額
上場株式等エクスポージャー

上場株式等エクスポージャー に該当し ない 出資等又は株式等エクスポージャー

出資等又は株式等エクス ポージ ャーの売却及び償却に伴う損益の額

連結貸借対照表で認識さ れ、か つ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額
連結貸借対照表及び連結 損益計 算書で認識されない評価損益の額

自己資本比率告示附則第 十三条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージ

- 90 -

ニ

イ

ロ
ハ
ニ
ホ

(2) (1)

九

金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した 金利ショックに対する損益又は経済的価値の

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクス ポージャーの額

ャーのポートフォリオの区分ごとの額

十
増減額

規則第百三十五条第一項に規定する金融 庁長 官が別に定める事項（国際統一基準金庫に係るものに

（半期の開示事項）
第八条

限る。）については、第六条（第三項第一号か ら第 九号まで を除く。）の規定を準用する。この場合にお

いて、同条第二項中「前項」とあるのは「第 八条第 一項の規 定により読み替えて準用する第六条第一項」

と、同条第三項中「第一項の定性的な」とあ るのは 「第八条 第一項の規定により読み替えて準用する第六

条第一項の定性的な」と、同条第四項中 「第 一項の 定量的な 」とあるのは「第八条第一項の規定により読

み替えて準用する第六条第一項の定量 的な」 と、同 項第一号 ヘ中「をいう。第九条第一項第七号において

同じ。」とあるのは「をいう。」と、 同項第 七号中 「除く。 次条第四項第八号において同じ。」とあるの
は「除く。」と読み替えるものと する 。
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２

規則第百三十五条第一項に規定する金融庁長 官が別 に定 める事項（連結自己資本比率を算出する国際統

一基準金庫に係るものに限る。）については、前項に規定す るところによるほか、前条（第三項第二号か

ら第十号までを除く。）の規定を準用する。この場合におい て、同条第二項中「前項」とあるのは「第八

条第二項の規定により読み替えて準用する第七条第一 項」と 、同条第三項中「第一項の定性的な」とある

のは「第八条第二項の規定により読み替えて準用す る第七条 第一項の定性的な」と、同条第四項中「第一

項の定量的な」とあるのは「第八条第二項の規定に より読み 替えて準用する第七条第一項の定量的な」と

、同項第二号ヘ中「をいう。第九条第二項第七 号に おいて同 じ。」とあるのは「をいう。」と読み替える
ものとする。

規則第百三十五条第二項に規定 する金 融庁長 官が別に定める事項（国際統一基準金庫に係るものに

（四半期の開示事項）
第九条

一

単体Ｔｉｅｒ１比率

単体総自己資本比率

限る。）は、次に掲げる事項とする。

二
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八

七

六

五

四

三

貸借対照表の科目が自己資本の構成に関す る開 示事項で ある別紙様式第三号に記載する項目のいずれ

自己資本の構成に関する開示事項

単体総所要自己資本額

単体普通出資等Ｔｉｅｒ１資本の額

単体におけるＴｉｅｒ１資本の額

単体における総自己資本の額

単体普通出資等Ｔｉｅｒ１比率

自己資本調達手段（その額の全部又は一 部が、 自己資本 比率告示第三十一条第一号の算式における普

に相当するかについての説明

九

十

通出資等Ｔｉｅｒ１資本に係 る基礎 項目の額、同条第二号の算式におけるその他Ｔｉｅｒ１資本に係る

基礎項目の額又は同条第三号 の算式 におけるＴｉｅｒ２資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手

自己資本調達手段に関する 契約 内容の 詳細

段をいう。次号において同じ 。）に 関する契約内容の概要
十一
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２

規則第百三十五条第二項に規定する金融庁長 官が別 に定 める事項（連結自己資本比率を算出する国際統

八

七

六

五

四

三

二

一

自己資本比率告示第二十条の規定 に従い 連結財 務諸表を 作成したと仮定した場合における連結貸借対

自己資本の構成に関する開示事項

連結総所要自己資本額

連結における普通出資等Ｔｉｅｒ１資本の額

連結におけるＴｉｅｒ１資本の額

連結における総自己資本の額

連結普通出資等Ｔｉｅｒ１比率

連結Ｔｉｅｒ１比率

連結総自己資本比率

一基準金庫に係るものに限る。）は、前項各号に掲げる事項 に加え、次に掲げる事項とする。

九

照表の各科目の額及びこれら の科目 が自己資本の構成に関する開示事項である別紙様式第四号に記載す
る項目のいずれに相当するか についての説明
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３

４

十

自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、自己資本 比率告示第十九条第一号の算式における普通

出資等Ｔｉｅｒ１資本に係る 基礎項 目の額、 同条第 二号の 算式におけるその他Ｔｉｅｒ１資本に係る基

礎項目の額又は同条第三号の 算式に おけるＴ ｉｅｒ ２資 本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段

自己資本調達手段に関する契約内容の詳細

をいう。次号において同じ。 ）に関 する契約 内容の 概要
十一

第一項第八号に掲げる事項は別紙様式第三号 によ り、前項第八号に掲げる事項は別紙様式第四号により

、第一項第十号及び前項第十号に掲げる事項は 別紙 様式第五 号によりそれぞれ作成するものとする。

第一項第九号及び第二項第十一号に掲げる 事項に ついては、対象となる四半期の末日を基準日とする貸

借対照表及び連結貸借対照表が金融商品取引 法（昭 和二十三 年法律第二十五号）第二十四条第一項若しく

は第三項の規定に基づく有価証券報告書 、同 法第二 十四条の 四の七第一項の規定に基づく四半期報告書又

は同法第二十四条の五第一項の規定に 基づく 半期報 告書にお いて公表される場合を除き、記載することを

則

要しない。
附
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この告示は、平成二十六年三月三十一日 から適 用する。

（適用時期）
第一条

（国内基準金庫の自己資本の構成に関する開示事項に係る経 過措置）

この告示の適用の日（以下「適用日」と いう 。）から平成三十一年三月三十日までの間における第

適用日から平成三十一年三月三十日 までの 間にお ける第五条第三項の規定の適用については、同項中「

とあるのは、「附則別紙様式第二号」とする。

準用する場合を含む。以下この項において同 じ。） の規定の 適用については、同項中「別紙様式第二号」

適用日から平成三十一年三月三十日までの 間にお ける第三条第二項（第四条第二項において読み替えて

の適用については、同項中「別紙様式第一号」とあ るのは、 「附則別紙様式第一号」とする。

二条第二項（第四条第一項において読み替えて準用 する場合 を含む。以下この項において同じ。）の規定

第二条

２

３

別紙様式第一号により、前項第四号に 掲げる 事項は 別紙様式 第二号」とあるのは、「附則別紙様式第一号
により、前項第四号に掲げる事項は附 則別紙 様式第 二号」と する。
（国際統一基準金庫の自己資本の 構成 に関す る開示 事項に係 る経過措置）
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適用日から平成三十年三月三十日までの 間にお ける 第六条第二項（第八条第一項において読み替え

適用日から平成三十年三月三十日までの間 におけ る第九条第三項の規定の適用については、同項中「別

式第四号」とする。

条第二項第九号の規定の適用については、これ らの 規定中「 別紙様式第四号」とあるのは、「附則別紙様

用する場合を含む。）、第七条第三項第十一号（第 八条第二 項において準用する場合を含む。）及び第九

適用日から平成三十年三月三十日までの間に おけ る第七条第二項（第八条第二項において読み替えて準

様式第三号」とする。

九条第一項第九号の規定の適用については、これらの規定中 「別紙様式第三号」とあるのは、「附則別紙

て準用する場合を含む。）、第六条第三項第十号（第八条第 一項において準用する場合を含む。）及び第

第三条

２

３

紙様式第三号により、前項第八号に掲げ る事 項は別 紙様式第 四号」とあるのは、「附則別紙様式第三号に
より、前項第八号に掲げる事項は附則 別紙様 式第四 号」とす る。
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