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本内容は、法令および定款第26条の規定に基づき、 

当 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（ h t t p : / / w w w . s m t h . j p / ）に 

掲載しているものです。 

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 



 

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。 

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。 
 
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
１. 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   73 社 
 主要な会社名 
 三井住友信託銀行株式会社 
 （連結の範囲の変更） 

 三井住友トラストクラブ株式会社ほか２社は、株式の取得等により当連結会計年度から
連結の範囲に含めております。 

三井住友トラスト・キャピタル株式会社ほか１社は、株式売却等に伴い当連結会計年度
から連結の範囲から除外しております。 

 (2) 非連結の子会社及び子法人等 
 主要な会社名 
 ハミングバード株式会社 

 アジアゲートウェイ１号投資事業有限責任組合 

 ハミングバード株式会社ほか 37 社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等で
あり、その資産及び損益は実質的に当該子会社及び子法人等に帰属しないものであるた
め、会社計算規則第 63 条第１項第２号により連結の範囲から除外しております。 

 また、アジアゲートウェイ１号投資事業有限責任組合ほか、その他の非連結の子会社及
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。 

２. 持分法の適用に関する事項 
 (1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

 該当ありません。 

 (2) 持分法適用の関連法人等  19 社 
 主要な会社名 
      日本株主データサービス株式会社 
 住信ＳＢＩネット銀行株式会社 

 （持分法適用の範囲の変更） 

 ＳＢＩカード株式会社ほか１社は、株式の取得等により当連結会計年度から持分法適用
の範囲に含めております。 

また、株式会社Ａｏｎ Ｈｅｗｉｔｔ ＨＲ Ｏｎｅほか１社は、清算等により当連結
会計年度から持分法適用の範囲から除外しております。 

 (3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 
 主要な会社名 
 ハミングバード株式会社 

アジアゲートウェイ１号投資事業有限責任組合 
 ハミングバード株式会社ほか 37 社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等で

あり、その資産及び損益は実質的に当該子会社及び子法人等に帰属しないものであるた
め、会社計算規則第 69 条第１項第２号により持分法の対象から除外しております。 

また、アジアゲートウェイ１号投資事業有限責任組合ほか、その他の持分法非適用の非
連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、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外し
ております。 
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３. 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 

 (1) 連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 
 ４月末日 ２社 

５月末日 １社 
８月末日 １社 
９月末日 ６社 
11 月末日 １社 
12 月末日 10 社 
１月 24 日 ３社 
１月末日 ２社 
３月末日 47 社 

 

 (2) ４月末日を決算日とする連結される子会社及び子法人等については、１月末日現在で実
施した仮決算に基づく財務諸表により、５月末日を決算日とする連結される子会社及び子
法人等については、２月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、８月末日を
決算日とする連結される子会社及び子法人等については、２月末日現在で実施した仮決算
に基づく財務諸表により、９月末日を決算日とする連結される子会社及び子法人等につい
ては、３月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、11 月末日を決算日とする
連結される子会社及び子法人等については、２月末日現在で実施した仮決算に基づく財務
諸表により、１月 24 日を決算日とする連結される子会社及び子法人等については、３月
末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、またその他の連結される子会社及び
子法人等については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。 
 連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っ
ております。 

４. のれんの償却に関する事項 

 のれんについては、その個別案件ごとに判断し、20 年以内の合理的な年数で償却しており
ます。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。 

５. 会計方針に関する事項 

 (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、
有価証券及び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)、持分法非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株
式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち株式については連結決算
期末月１カ月平均に基づいた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)、株式以外については原則として連結決算日の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 
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 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 

 (ｲ) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、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   ３年～60 年 

その他 ２年～20 年 
 (ﾛ) 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エアについ
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。 

 (ﾊ) 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、残存価額を零とする定額法により償却してお
ります。 

 (5) 貸倒引当金の計上基準 
 主要な国内の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、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。 
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並びにその他今後の管理に注意を要

する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以
上の大口債務者に対する債権のうち、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ることができるものについては、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等で割引いた金額と債権の帳簿価額と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、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、営業店及び審査各部が資産査定を実施

し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。 
その他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸

倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に
回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 
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 27,075 百万円であります。 

 (6) 賞与引当金の計上基準 
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 
 (7) 役員賞与引当金の計上基準 
 一部の連結される子会社及び子法人等の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備

えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上し
ております。 

 (8) ポイント引当金の計上基準  
 ポイント引当金は、「ダイナースクラブカード」等において顧客へ付与したポイントの

将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り必要と認め
られる額を計上しております。 

 (9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 
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 睡眠預金払戻損失引当金は、三井住友信託銀行株式会社において一定の条件を満たし負
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、過去の払戻実績に
基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。 

 (10) 偶発損失引当金の計上基準 
 偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、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計上しております。 
 (11) 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、過去勤務費用及び数理計算
上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

 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（主と
して 10 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（主として 10 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 

 なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用
の計算に、退職給付に係る当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。 

 (12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
 三井住友信託銀行株式会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場

による円換算額を付す関連法人等株式を除き、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。 

  その他の連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決
算日等の為替相場により換算しております。 

 (13) リース取引の処理方法 
 国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

収益・費用の計上基準は、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。 

 (14) 重要なヘッジ会計の方法 
 (ｲ) 金利リスク・ヘッジ 
  三井住友信託銀行株式会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計

の方法は、主として「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 平成 14 年２月 13 日。以下、
「業種別監査委員会報告第 24 号」という。）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、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象とな
る預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピ
ングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについ
ては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をし
ております。 
 また、当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀
行業における金融商品会計基準適用に関する当面の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 15 号)を適用して実施しておりました多数の貸出
金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マ
クロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ
手段の残存期間に応じ期間配分しております。 
 なお、当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は 227 百万
円（税効果額控除前)であります。 

 (ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ 
 三井住友信託銀行株式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 平成 14 年７月 29 日。
以下、「業種別監査委員会報告第 25 号」という。）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。 
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 また、外貨建有価証券（債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対
象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得
原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用し
ております。 
 在外子会社・子法人等及び関連法人等に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジ
するため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジ手段
から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法を適用しております。
(ﾊ) 株価変動リスク・ヘッジ 

 三井住友信託銀行株式会社のその他有価証券のうち一部の株式から生じる株価変動リ
スクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっており、当該個別ヘッジに係るヘッ
ジ対象とヘッジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしておりま
す。 

 (ﾆ) 連結会社間取引等 
 三井住友信託銀行株式会社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定と

それ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワッ
プ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第 24 号及び同第 25 号に
基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準
拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる
収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 
 なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。 
 また、その他の連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰
延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。 

 (15) 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、資産の取得に係
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。 

  
会計方針の変更 
 

 (「企業結合に関する会計基準」等の適用)  
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下、「企

業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平
成 25 年９月 13 日。以下、「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」
（企業会計基準第７号 平成 25 年９月 13 日。以下、「事業分離等会計基準」という。）等を
当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社及び子法人等に対する当社の持
分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年
度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施され
る企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合
日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、当期純
利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58-2 項（4）、連結会計基準第
44-5 項（4）及び事業分離等会計基準第 57-4 項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、
当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、この変更による当連結会計年度の経常利益、税金等調整前当期純利益及び当連結会計
年度末の資本剰余金に及ぼす影響は軽微であります。 

  
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 
 
三井住友信託銀行株式会社の有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従

来、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）につ
いては定額法）を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法へ変更しております。
この変更は、勘定系システムの統合が完了し、今後、事務センターの改修、新規店舗の出

店、重複店舗の統合等の投資が計画されていることを契機として、有形固定資産の減価償却
方法を見直した結果、同社における有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれるこ
とから、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用配分する定額法が期間損益
をより適正に示すとの判断に至ったものです。 
なお、この変更による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に及ぼす影
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響は軽微であります。 

 

注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
１. 関係会社の株式及び出資金総額（連結される子会社及び子法人等の株式及び出資金を除く）

93,788 百万円
２. 無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券

貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処
分できる権利を有する有価証券で、再貸付に供している有価証券は 886,136 百万円でありま
す。 

３. 貸出金のうち、破綻先債権額は 4,229 百万円、延滞債権額は 65,692 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。 

４. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 
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カ月以

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。 
５. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 40,999 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。

６. 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
110,921 百万円であります。 

なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
７. 手形割引は、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商業手形は、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、2,478 百万円であります。 

８. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
  担保に供している資産 
   特定取引資産 20,000 百万円 
   有価証券 877,146 百万円 
   貸出金 1,470,791 百万円 

リース債権及びリース投資資産        8,425 百万円 
その他資産                  153 百万円 

   担保資産に対応する債務 
   預金 23,012 百万円 
   売現先勘定 354,071 百万円 
   借用金 1,244,330 百万円 
      支払承諾 2,561 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
692,467 百万円、貸出金 733,323 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 8,435 百万円、保証金 31,351 百万円及び金融
商品等差入担保金 486,412 百万円が含まれております。 
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９. 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
11,860,101 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 7,856,167 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。 

10. 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、三井住友信託
銀行株式会社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 11 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１ 
  号に定める標準地の公示価格及び同条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整 

を行って算出。 
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   5,486 百万円 

11. 有形固定資産の減価償却累計額 139,114 百万円 
12. 有形固定資産の圧縮記帳額 26,640 百万円 
13. 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 100,033 百万円が含まれております。 
14. 社債には、劣後特約付社債 611,848 百万円が含まれております。このうち、実質破綻時債

務免除特約付劣後社債は、210,000 百万円であります。 
15. 「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 134,249 百万円であります。 
16. 三井住友信託銀行株式会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額

は、金銭信託 6,943,283 百万円、貸付信託 11,704 百万円であります。       
（連結損益計算書関係） 
１. 「その他の経常収益」には、株式等売却益 42,293 百万円、持分法投資利益 7,702 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 9,377 百万円、組合等出資金損失 8,731 百万円を含

んでおります。 
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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） 
 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 3,903,486 ― ― 3,903,486  

自己株式  

 普通株式 40,446 17,595 50 57,991 (注) １、２ 

（注）１. 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加 124 千株、平成 27 年

７月 30 日の取締役会において決議いたしました自己株式の取得を実施したことによる増

加 17,471 千株であります。 

２. 普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少７千株、ストッ

ク・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少 43 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 

当連結会計年度末残高
（百万円） 

当社 
ストック・オプションとしての 
新株予約権 

421

連結される子会社 
（日興アセット 

マネジメント株式会社） 

ストック・オプションとしての 
新株予約権 

―

 

 
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 27 年６月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 25,109 百万円 6.50 円 平成27年３月31日平成27年６月29日

平成27年11月 12日

取締役会 
普通株式 24,995 百万円 6.50 円 平成27年９月30日平成27年 12月２日

 (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 28 年６月 29 日開催の定時株主総会の議案として、株式の配当に関する事項を次のとおり
提案する予定です。 

 
 

(決議) 
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 

平成 28 年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 

24,995

百万円
利益剰余金  6.50 円 平成28年３月31日平成28年６月30日
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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 

当グループでは、銀行持株会社である当社のもとで、三井住友信託銀行株式会社におけ
る信託銀行業務を中心に多様な金融サービスに係る事業を行っております。 

これらの事業を行うため、主として個人・法人からの預金、借入金の受入及び社債の発
行による資金調達を行い、個人・法人向けの貸出や有価証券により資金運用を行っており
ます。 

金融資産及び金融負債の運用や調達については、グループの各社が年度の計画などにお
いてその方針、手段などを定めております。 

当グループ全体の金融資産及び金融負債に係るリスクについては当社がそのモニタリン
グを行っております。 

三井住友信託銀行株式会社では、各々のリスクに係るモニタリングを行うとともに、資
産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を実施しております。また、三井住友信託銀行株式会
社は、資産・負債から生じる市場リスクなどを経営体力に相応しい水準にコントロールす
るためデリバティブ取引を行っております。また、三井住友信託銀行株式会社は、銀行法
施行規則第 13 条の６の３に基づき、特定取引勘定（以下、「トレーディング勘定」という。）
を設置して、それ以外の勘定（以下、「バンキング勘定」という。）と区分の上、有価証
券及びデリバティブ取引のトレーディングを行っております。また、一部の連結される子
会社及び子法人等は、有価証券のトレーディングを行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 
① トレーディング勘定 

当グループは、売買目的有価証券のほか、金利、通貨、債券、信用及び商品の店頭又は
上場のデリバティブ取引を行っております。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。 
② バンキング勘定 

当グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する営業貸付金
であり、顧客の契約不履行等の信用リスクに晒されております。 

また、有価証券は、主に株式、債券であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目
的で保有しております。これらは、それぞれ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。 

個人・法人預金、借入金、社債は、一定の環境の下で当グループが市場を利用できなく
なる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりま
す。 

当グループは、市場リスクを回避する目的で、金利、通貨、株式、債券及び信用の店頭
又は上場のデリバティブ取引を行っております。 

主要なリスクである金利リスクについては、金利スワップ取引等をヘッジ手段として、
貸出金、預金等の多数の金融資産・負債を金利リスクの特性毎に区分した上で包括的に管
理の上、ヘッジ会計を適用しております。また、一部の資産・負債については、個別取引
毎にヘッジ会計を適用しております。 

三井住友信託銀行株式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ついて
は、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
建金銭債権債務等の為替変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。 

なお、ヘッジ会計の方法は、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項」に
記載しております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 
当社は、グループ全体のリスク管理の基本的枠組みを「リスク管理規程」に定め、リス

ク管理の統括部署としてリスク統括部を設置し、当グループのリスクの状況をモニタリン
グするとともに、適切なリスク管理体制の整備などについて監督・管理・指導を行ってお
ります。 
① 信用リスクの管理 

信用リスクは当グループが提供する金融商品において与信先またはカウンターパーティ
ーが債務を履行できなくなり、財務的損失を被ることとなるリスクのことであり、主に貸
出金をはじめとする債権や有価証券から発生いたします。信用リスクは、金融の基本的機
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能である「信用創造機能」にかかわる も基本的なリスクであり、信用リスク管理態勢を
より一層高度化するとともに、新規の健全な資金需要にも前向きに取り組むことで、与信
ポートフォリオの分散と顧客基盤強化を進めております。 
（ⅰ）リスク管理方針 

当グループは信用リスク管理の基本方針を「与信ポートフォリオの分散化」と「個別
与信管理の厳正化」としております。 

前者について当グループは、与信先毎の信用限度額に基づいてエクスポージャーを管
理し、大口与信先に対するリスク顕在化の影響度や業種の分散について信用リスク量の
計量を含め定期的に検証を実施しております。また、国別の与信集中リスクについても
管理しております。 

後者については、案件審査や自己査定、信用格付等の運用を通じて、個別の与信管理
を精緻に実施しております。信用格付は与信先の信用状況、案件のデフォルト発生の可
能性を段階的に表現したものであり、個々の案件審査や与信ポートフォリオ管理の基礎
データとなります。また、自己査定を通じて、取引先の財務状況、資金繰り、収益力な
どの分析による返済能力、債権の回収可能性等の評価を常時行っております。 

（ⅱ）リスク管理体制 
三井住友信託銀行株式会社では、取締役会が経営計画において、信用リスク管理に関

する重要事項を決定するとともに、信用リスク管理（資産査定管理を含む。）に関する
報告などを踏まえ、与信戦略及びリスク資本配賦計画を決議し、自己査定基準を承認す
ることを通じ資産の健全性を確保しております。個別案件の審査・与信管理にあたって
は審査部署と営業店部を互いに分離し相互牽制が働く体制としております。このほか、
調査部が中立的な立場で産業調査・個別企業の信用力調査並びに定量的分析などに基
づく信用格付を実施し信用リスクを評価しております。また、経営会議や投融資審議会
等を定期的に開催し、信用リスクの管理・運営における重要事項を審議しております。
以上の相互牽制機能、各種会議体による審議に加え、リスク統括部が信用リスク管理運
営の妥当性の検証を実施することにより、適切なリスク管理運営を実施する管理体制を
構築しております。 

② 市場リスクの管理 

市場リスクとは、金利、為替、株式、コモディティ、信用スプレッド等の様々な市場の
リスク要因の変動により、保有する資産・負債（オフバランスを含む。）の価値、あるい
は資産・負債から生み出される収益が変動し、当グループが損失を被るリスクを指します。

 （ⅰ）リスク管理方針 
当グループは、市場リスク管理にあたり、業務の健全性及び適切性の観点から、戦略

目標、業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに見合った適切な市場リスク管理体
制とすることを基本方針としております。 

（ⅱ）リスク管理体制 

当グループでは、市場リスク管理における各種リミットの設定・管理、組織分離等の
基本方針を「リスク管理規程」に定め、その具体的な管理方法については「市場リスク
管理規則」において定めております。取引実施部門と後方事務部門を明確に分離し、両
者から独立して双方を牽制するリスク管理部門としての機能を担うリスク統括部が、市
場リスクを一元的に管理することにより、相互牽制が働く体制を取っており、各種リミ
ットの遵守状況や市場リスクの把握・分析結果については、日次で担当役員へ報告され
るとともに、取締役会等に対して定期的に報告しております。 

三井住友信託銀行株式会社の取締役会は、経営計画において、市場リスクに関する重
要事項としてＡＬＭ基本計画及びリスク管理計画を決議しております。ＡＬＭ審議会は
全社的な観点による資産・負債の総合的なリスク運営・管理に関するＡＬＭ基本計画
及び市場リスクに関する基本的事項を決議しております。 

三井住友信託銀行株式会社では、市場リスク管理の企画・推進はリスク統括部が行っ
ております。リスク統括部は、リスク量・損益の計測、ＡＬＭ基本計画などの下で運営
される市場リスクの状況をモニタリングし、リスクリミット等の遵守状況を監視してお
ります。また、その結果をＡＬＭ審議会の構成員に日次で報告するとともに、ＡＬＭ審
議会や取締役会等に対して定期的に報告しております。 

（ⅲ）市場リスクの管理手法 

市場リスクの把握にはＶａＲ（Value at Risk）を用いております。ＶａＲとは、過
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去の市場変動実績から一定の条件の下で将来起こりうる 大損失額を統計的に予測す
る手法であります。当グループでは、自社で開発した内部モデルに基づき、ＶａＲ計測
のほか、さまざまなリスク管理指標の算出やシミュレーションによるリスク管理を実施
しております。 

当グループの内部モデルによるＶａＲ計測は、原則として分散・共分散法を基本に、
オプション取引などの一部のリスク（非線形リスクなど）の計測については、ヒストリ
カル・シミュレーション法を併用しております。市場リスクはリスクの特性により、金
利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスク等のリスク・カテゴリーに分類されま
すが、当グループでは、各リスク・カテゴリー間の相関を考慮せず、それぞれのリスク・
カテゴリーを単純合算して市場リスクの算出を行っております。 

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報 
（ア）トレーディング勘定 

当グループでは、トレーディング勘定で保有する「売買目的有価証券」及び通貨関連・
金利関連の一部のデリバティブ取引に関してＶａＲを用いたリスク管理を行っており
ます。ＶａＲの算定にあたっては、分散・共分散法を主とした計測方法（保有期間 10
営業日、信頼区間 99％、観測期間は主として 260 営業日間）を採用しております。 

平成 28 年３月 31 日現在で当グループのトレーディング業務の市場リスク量（潜在的
な損失額の推計値）は、全体で 45 億円であります。 
なお、当グループでは、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比較するバックテス

ティングを実施しております。平成 27 年度に関して実施したバックテスティングの結
果、実際の損失がＶａＲを超えた回数は２回であり、使用する計測モデルは十分な精度
により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、ＶａＲは過去の相場
変動をベースに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。 

（イ）バンキング勘定 

当グループでは、バンキング勘定で保有している金融資産及び負債についてＶａＲを
用いたリスク管理を行っております。金利、為替及び信用スプレッドについては分散・
共分散法、株価についてはヒストリカル・シミュレーション法を主とした計測方法（保
有期間はポジション特性に応じて設定（ 長１年）、信頼区間 99％、観測期間は原則
として 260 営業日間、但し、株価については１年と５年の併用）を採用しております。

平成 28 年３月 31 日現在で当グループのバンキング業務の市場リスク量（潜在的な損
失額の推計値）は、全体で 11,532 億円であります。 
なお、当グループでは、バンキング勘定で保有している金融資産及び負債のうち、実

施対象と設定したポジションにつき、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比較する
バックテスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リス
クを捕捉しているものと考えております。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに
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。 

③ 資金繰りリスク（資金調達に係る流動性リスク）の管理 

資金繰りリスクとは、必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の
確保に通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされることにより当グループが損失
を被るリスクを指します。 
（ⅰ）資金繰りリスク管理方針 

資金繰りリスクについては、リスクの顕在化により資金繰りに支障をきたせば、場合
によっては当グループの経営破綻に直結するおそれがあることを十分に認識した上
で、適正な資金繰りリスク管理態勢の整備・確立に向けた方針の策定・周知に取り組ん
でいます。 

（ⅱ）資金繰りリスク管理体制・管理方法 

資金繰りリスク管理部署は、取締役会で半期毎に承認されたリスク管理計画に基づ
き、資金繰り管理部署と連携し、当グループのリスク・プロファイル等の内部環境、経
済や市場等の外部環境等の情報を収集・分析し、資金繰りの逼迫度を適切に判定してい
ます。 

資金繰り管理部署は、資金繰りリスクを回避するため、あらかじめ定められた適切な
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限度枠を遵守する資金繰り運営を行い、資金繰りリスク管理部署はその遵守状況をモニ
タリングしています。 

 
(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 28 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）。 

 （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） 
(2) コールローン及び買入手形 
(3) 買現先勘定 
(4) 債券貸借取引支払保証金 
(5) 買入金銭債権（＊１） 
(6) 特定取引資産 

売買目的有価証券 
(7) 金銭の信託 
(8) 有価証券 

満期保有目的の債券 
その他有価証券 

(9) 貸出金 
   貸倒引当金（＊２） 
 

(10) 外国為替 
(11) リース債権及びリース投資資産（＊１） 

19,924,433
705,252
110,377
326,457
853,478

50,301
1,649

318,190
4,389,833

27,525,862
△78,835

19,924,433
705,252
110,377
326,457
854,108

50,301
1,649

354,795
4,389,833

―
―
―
―

630

―
―

36,605
―

 

27,447,027 27,719,286 272,259
17,223

606,306
17,223

617,306
―

10,999
資産計 54,750,530 55,071,024 320,493
(1) 預金 
(2) 譲渡性預金 
(3) コールマネー及び売渡手形 
(4) 売現先勘定 
(5) 借用金 
(6) 外国為替 
(7) 短期社債 
(8) 社債 
(9)  信託勘定借 

26,701,948
7,130,632

38,968
653,456

2,580,524
259

1,253,207
1,076,118

13,694,600

26,742,656
7,130,632

38,968
653,456

2,590,198
259

1,253,207
1,111,355

13,694,600

40,708
―
―
―

9,673
―
―

35,236
―

負債計 53,129,714 53,215,332 85,617

デリバティブ取引（＊３） 
ヘッジ会計が適用されていないもの 
ヘッジ会計が適用されているもの 

61,945
（58,331）

61,945
（58,331）

―
―

デリバティブ取引計 3,614 3,614 ―

（＊１） 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産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） 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。 
（＊３） 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。 
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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、(2)コールローン及び買入手形、(3)買現先勘定、(4)債券貸借取引支払保証金、
 及び(10)外国為替 
  これらの取引のうち、期限のない取引については、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。また、期限のある取引については、約定期間
が短期間(１年以内)であるものが大宗を占めており、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。 

(5)買入金銭債権 
  買入金銭債権のうち、取引金融機関又はブローカーから提示された価格のあるものにつ

いては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部
格付、期間に基づく区分ごとに、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、当該価格を時価としております。 

(6)特定取引資産 
  特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又

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。短期社債は、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、当該価格を時価としております。 

(7)金銭の信託 
  有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されて

いる有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価として
おります。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託
関係)」に記載しております。 

(8)有価証券 
  株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引

金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、
公表されている基準価額を時価としております。 

  自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、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、当該価格を時価としております。 

  なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「(有価証券関係)」に記載しており
ます。 

(9)貸出金 
  貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計
額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております
が、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認
められる変動金利貸出については、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等の特性により、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、時価は帳簿価額と近似して
いるものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。 

(11)リース債権及びリース投資資産 
  リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利

金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定して
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。 
     固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、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、当該価格を時価としております。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、原則として、預入期間が短期間（１
年以内）のもの及び変動金利によるものについては、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。 

(3)コールマネー及び売渡手形、(4)売現先勘定、(6)外国為替、(7)短期社債、及び(9)信託勘
定借 

   これらの取引のうち、期限のない取引については、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、期限のある取引については、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。 

(5)借用金 
  借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、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みなし、
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については、将来のキャッシュ・
フローを同様の借り入れ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、当該価
格を時価としております。なお、残存期間が短期間（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。 

(8)社債 
当社並びに連結される子会社及び子法人等の発行する社債のうち、市場価格のあるもの

については、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシ
ュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定
し、当該価格を時価としております。 

 
 デリバティブ取引

 取引所取引については、取引所の価格又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。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により時
価を算定しております。 
 

 
（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(5) 買入金銭債権」及び「資産(8) 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 35,687 

有価証券 124,423 

 ① 非上場株式(＊３)  65,429 

 ② 組合出資金 53,108 

 ③ その他(＊３)  5,886 

合計 160,111 

（＊１) 上記金融商品については、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) 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、上記に含めておりません。 
（＊３) 当連結会計年度において、非上場株式について 227 百万円、その他について０百

万円減損処理を行っております。  
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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」中の商品有価証券及び短期社債、
並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等が含まれております。 

１. 売買目的有価証券（平成 28 年３月 31 日現在） 

 当連結会計年度の損益に 

含まれた評価差額(百万円) 

売買目的有価証券 45

 
 

２. 満期保有目的の債券（平成 28 年３月 31 日現在） 

 
種 類 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時 価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えるもの 

国債 

地方債 

短期社債 

社債 

その他 

  外国債券 

  その他 

190,763
―
―

21,380
190,032
87,825

102,207

214,999
―
―

21,653
202,522
99,977

102,545

24,236
―
―

273
12,490
12,152

338

小 計 402,176 439,175 36,999

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えないもの 

国債 

地方債 

短期社債 

社債 

その他 

  外国債券 

  その他 

―
―
―
―

18,397
18,221

175

―
―
―
―

18,341
18,165

175

―
―
―
―

△56
△56

―

小 計 18,397 18,341 △56

合 計 420,574 457,517 36,943
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３. その他有価証券（平成 28 年３月 31 日現在） 

 
種 類 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の 

株式 

債券 

 国債 

 地方債 

短期社債 

社債 

その他 

 外国株式 

  外国債券 

 その他 

1,192,339
1,017,512

596,231
3,316

―
417,964

1,507,635
3,210

858,239
646,185

565,086
1,012,111

594,783
3,283

―
414,044

1,426,897
1,565

845,686
579,646

627,252
5,401
1,448

32
―

3,920
80,737
1,644

12,553
66,538

小 計 3,717,487 3,004,096 713,391

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの 

株式 

債券 

国債 

地方債 

短期社債 

社債 

その他 

 外国株式 

  外国債券 

 その他 

108,164
289,166
70,018
1,529

―
217,618
322,801
16,222

210,153
96,425

129,454
292,822
70,022
1,534

―
221,265
335,663
19,773

211,003
104,886

△21,290
△3,656

△4
△4
―

△3,647
△12,861
△3,551

△849
△8,460

小 計 720,131 757,939 △37,808

合 計 4,437,619 3,762,035 675,583

 

 

４. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 27 年４月１日 至 平成 28 年３月 31
日） 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 92,338 41,674 295
債券 219,681 3,833 174
 国債 144,776 3,800 67
 地方債 7,806 9 17
 短期社債 ― ― ―
 社債 67,098 23 88
その他 2,918,213 54,276 10,849
 外国債券 2,737,368 52,709 4,462
 その他 180,844 1,567 6,386

合 計 3,230,233 99,784 11,319

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。 
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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、6,130 百万円（うち、株式 6,119 百万円、その他
11 百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有
価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ 50％以
上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、
時価が取得原価に比べ 30％以上下落した場合としております。なお、一部の有価証券につい
ては、上記に加え、時価が取得原価に比べて 30％以上 50％未満下落し、かつ一定期間下落が
継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。 

 
（金銭の信託関係） 
１. 運用目的の金銭の信託（平成 28 年３月 31 日現在） 

 連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

当連結会計年度の損益に含まれた

評価差額(百万円) 

運用目的の金銭の信託 153 3 

 
２. 満期保有目的の金銭の信託（平成 28 年３月 31 日現在） 

該当ありません。 
 

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 28 年３月 31 日現在） 

 
連結貸借対照表 

計上額 

(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

うち連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えるもの

(百万円) 

うち連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えないもの

(百万円) 

その他の 

金銭の信託 
1,596 1,104 491 491 ―

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超

   えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 
（税効果会計関係） 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 15 号）及び「地方税法等の一部を
改正する等の法律」（平成 28 年法律第 13 号）が平成 28 年３月 29 日に国会で成立し、平成 28
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
32.26％から、平成 28 年４月１日に開始する連結会計年度及び平成 29 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 30.86％に、平成 30 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 30.62％となります。この税
率変更により、繰延税金負債は 9,217 百万円減少し、その他有価証券評価差額金は 10,527 百
万円、繰延ヘッジ損益は△177 百万円、退職給付に係る調整累計額は 1,799 百万円、法人税等
調整額は 2,931 百万円それぞれ増加しております。再評価に係る繰延税金負債は 167 百万円減
少し、土地再評価差額は同額増加しております。 
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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当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 営業経費      184 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 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
三井住友トラスト・ 
ホールディングス株式会社 
第１回新株予約権 

三井住友トラスト・ 
ホールディングス株式会社 
第２回新株予約権 

付与対象者の区分
及び人数（名） 

当社の取締役及び執行役員 22 
中央三井信託銀行株式会社の取締役及び
執行役員 19 
中央三井アセット信託銀行株式会社の取
締役及び執行役員 ７ 
住友信託銀行株式会社の取締役及び執行
役員 24 
上記の合計 72 

当社の取締役及び執行役員 22 
三井住友信託銀行株式会社の取締役及び
執行役員 44 
上記の合計 66 

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの付与数（注） 

普通株式  286,000 株 普通株式  260,000 株 

付与日 平成 23 年７月 26 日 平成 24 年７月 18 日 

権利確定条件 

① 新株予約権者は、権利行使時におい
て、割当日に有している当社の取締役若
しくは執行役員又は子会社の取締役若し
くは執行役員の各地位にあることを要す
るものとする。ただし、任期満了による
退任、その他正当な理由に基づき地位を
喪失した場合にはこの限りではない。 
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予
約権全部を法定相続人の内１名（以下「権
利承継者」という。）が相続する場合に限
り、権利承継者が新株予約権を行使する
ことができる。なお、権利承継者が死亡
した場合、権利承継者の相続人は新株予
約権を相続できない。 

同左 

対象勤務期間 
平成 23 年７月 26 日から 

平成 25 年７月 25 日まで 

平成 24 年７月 18 日から 

平成 26 年７月 17 日まで 

権利行使期間 
平成 25 年７月 26 日から 

平成 33 年７月 25 日まで 

平成 26 年７月 18 日から 

平成 34 年７月 17 日まで 
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三井住友トラスト・ 
ホールディングス株式会社 
第３回新株予約権 

三井住友トラスト・ 
ホールディングス株式会社 
第４回新株予約権 

付与対象者の区分
及び人数（名） 

当社の取締役及び執行役員 22 
三井住友信託銀行株式会社の取締役及び
執行役員 38 
上記の合計 60 

当社の取締役及び執行役員 23 
三井住友信託銀行株式会社の取締役及び
執行役員 40 
上記の合計 63 

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの付与数（注） 

普通株式 398,000 株 普通株式 404,000 株 

付与日 平成 25 年７月 19 日 平成 26 年８月 1 日 

権利確定条件 

① 新株予約権者は、権利行使時におい
て、割当日に有している当社の取締役若
しくは執行役員又は子会社の取締役若し
くは執行役員の各地位にあることを要す
るものとする。ただし、任期満了による
退任、その他正当な理由に基づき地位を
喪失した場合にはこの限りではない。 
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予
約権全部を法定相続人の内１名（以下「権
利承継者」という。）が相続する場合に限
り、権利承継者が新株予約権を行使する
ことができる。なお、権利承継者が死亡
した場合、権利承継者の相続人は新株予
約権を相続できない。 

① 新株予約権者は、当社及び三井住友信
託銀行株式会社の取締役または執行役員
のいずれの地位も喪失した日の翌日以
降、新株予約権を行使できる。 

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予
約権全部を法定相続人の内１名（以下「権
利承継者」という。）が相続する場合に限
り、権利承継者が新株予約権を行使する
ことができる。なお、権利承継者が死亡
した場合、権利承継者の相続人は新株予
約権を相続できない。 

対象勤務期間 

平成 25 年７月 19 日から 

平成 27 年７月 18 日まで 
定めがない 

権利行使期間 
平成 27 年７月 19 日から 

平成 35 年７月 18 日まで 

平成 26 年８月 31 日から 

平成 56 年７月 31 日まで 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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三井住友トラスト・ 
ホールディングス株式会社 
第５回新株予約権 

付与対象者の区分
及び人数（名） 

当社の取締役及び執行役員 19 
三井住友信託銀行株式会社の取締役及び
執行役員 44 
上記の合計 63 

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの付与数（注） 

普通株式 327,000 株 

付与日 平成 27 年７月 31 日 

権利確定条件 

① 新株予約権者は、当社及び三井住友信
託銀行株式会社の取締役または執行役員
のいずれの地位も喪失した日の翌日以
降、新株予約権を行使できる。 

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予
約権全部を法定相続人の内１名（以下「権
利承継者」という。）が相続する場合に限
り、権利承継者が新株予約権を行使する
ことができる。なお、権利承継者が死亡
した場合、権利承継者の相続人は新株予
約権を相続できない。 

対象勤務期間 
定めがない 

権利行使期間 
平成 27 年８月 31 日から 

平成 57 年７月 30 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 

① ストック・オプションの数 

 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社 
第１回新株予約
権 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社
第２回新株予約
権 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社
第３回新株予約
権 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社
第４回新株予約
権 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社
第５回新株予約
権 

権 利 確 定 前
（株） 

  

 前連結会計
年度末 

― ― 398,000 ― ―

 付与 ― ― ― ― 327,000

 失効 ― ― ― ― ―

 権利確定 ― ― 398,000 ― 327,000

 未確定残 ― ― ― ― ―

権 利 確 定 後
（株） 

     

 前連結会計
年度末 

245,000 235,000 ― 404,000 ―

 権利確定 ― ― 398,000 ― 327,000

 権利行使 11,000 10,000 5,000 17,000 ―

 失効 ― ― ― ― ―

 未行使残 234,000 225,000 393,000 387,000 327,000
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②単価情報 

 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社 
第１回新株予約
権 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社
第２回新株予約
権 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社
第３回新株予約
権 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社
第４回新株予約
権 

三井住友トラス
ト・ホールディ
ングス株式会社
第５回新株予約
権 

権利行使価格
（円） 

400 400 519 1 1

行使時平均株
価（円） 

530 539 489 507 ―

付与日におけ
る公正な評価
単価（円） 

62 34 146 424 544.7

  
 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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第５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通りであります。 

(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル 
(2) 主な基礎数値及び見積方法 

 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 

第５回新株予約権 

株価変動性               （注）１ 36.4％

予想残存期間             （注）２     2.59 年

配当利回り             （注）３ 2.08％

無リスクの利子率         （注）４ 0.01％
 （注）１．予想残存期間に対応する過去の連続した期間の各週 終取引日における当社普通株式の普通取

引の終値に基づき算出した株価変動率であります。 
    ２．ストック・オプションの予想残存期間を合理的に見積もることが困難であるため、新株予約権

者の予想在任期間によって見積もっております。 
    ３．平成 27 年３月期の普通株式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 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方式
を採用しております。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１株当たり情報） 
 １株当たりの純資産額                         618 円 11 銭 
 １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額            43 円 33 銭 
 潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額    43 円 32 銭 
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第５期 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。 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１． 有価証券の評価基準及び評価方法 

 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法により行っております。 

 その他有価証券 

  時価を把握することが極めて困難と認められるもの：移動平均法による原価法により行って

おります。 

預金と同様の性格を有するもの：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 

    定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりであります。 

    工具、器具及び備品：５年 

    (2)無形固定資産 

    定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社内における利

用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

３．繰延資産の処理方法 

    (1)株式交付費は、定額法（３年）により償却しております。 

   (2)社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

 ４．引当金の計上基準 

   賞与引当金 

    賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の

うち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

５．消費税等の会計処理 

     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、資産の取得に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しておりま

す。 
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（貸借対照表に関する注記） 

 １．有形固定資産の減価償却累計額                ４百万円 

 ２．保証債務 

   三井住友信託銀行株式会社の発行している普通社債に対し債務保証 185,839 百万円を行ってお 

ります。 

 ３．関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く） 

   短期金銭債権                          71,369 百万円 

   短期金銭債務                        879 百万円 

   長期金銭債務                         118,000 百万円 

 

 

（損益計算書に関する注記） 

   関係会社との取引高 

   営業取引による取引高 

    営業収益                       59,926 百万円 

    営業費用                           90 百万円 

   営業取引以外の取引による取引高 

    営業外収益                         2,540 百万円 

    営業外費用                         4,908 百万円 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項                   （単位：千株） 

株式の種類 
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 

普通株式 40,446 17,595 50 57,991
（ 注 ）

１，２ 

（注） １．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加 124 千株、平成 27年 7月 30日の取締役会に

おいて決議いたしました自己株式の取得を実施したことによる増加17,471 千株であります。 

２．普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少７千株、ストック・オプションの権利行 

使に伴う譲渡による減少 43千株であります。 
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（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりであります。 

繰延税金資産   

 子会社株式 149,792 百万円 

 税務上の繰越欠損金 10,315

 その他 186

繰延税金資産小計 160,295

評価性引当額 △160,295

繰延税金資産合計 ―

繰延税金資産の純額 ― 百万円 
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（関連当事者との取引に関する注記）  

種類 会社等の名称 
議決権等の 

所有割合 

関連当事者との 

関係 
取引の内容 

取引 

金額 
（百万円）

科目 
期末 

残高 
（百万円）

子会社 

三 井 住 友 信 託 銀 行 

株 式 会 社 

直接 

100％ 

金銭貸借取引 

資金の貸付 
（注１） 

210,000
関係会社 

長期貸付金
（注１） 

210,000

利息の受取 
（注１） 

2,278
未収 

収益 
1,138

債務保証取引 

債務保証 
（注２） 

185,839 － －

保証料の受入
（注２） 

224 － －

MTH Preferred Capital 5 

( C a y m a n )  L i m i t e d 

直接 

100％ 
金銭貸借取引 

資金の調達 
（注３） 

－
社債 

（注３） 
33,700

利息の支払 
（注３） 

1,002
未払 

費用 
184

CMTH Preferred Capital 6 

( C a y m a n )  L i m i t e d 

直接 

100％ 
金銭貸借取引 

資金の調達 
（注３） 

－
社債 

（注３） 
42,700

利息の支払 
（注３） 

1,484
未払 

費用 
272

CMTH Preferred Capital 7 

( C a y m a n )  L i m i t e d 

直接 

100％ 
金銭貸借取引 

資金の調達 
（注３） 

－
社債 

（注３） 
41,600

利息の支払 
（注３） 

2,257
未払 

費用 
414

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１） 関係会社長期貸付金は全額、劣後特約付貸付金であります。利率は、市場金利等を勘案して合理的に決定してお

ります。 

（注２） 三井住友信託銀行株式会社の発行している普通社債に対し債務保証を行っております。保証料は、通常の取引条

件に照らした上で合理的に決定しております。 

（注３） 社債は全額、永久劣後特約付社債であります。利率は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。 

 

 

 

 

（１株当たり情報に関する注記）  

  １株当たりの純資産額                               388 円 28 銭 

  １株当たりの当期純利益金額          13 円 11 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額         13 円 10 銭 
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