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・・・・・・54

・貸出金残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

（5）
自己資本の充実の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・62〜69

・有価証券残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

（6）
有価証券
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・61〜62
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（9）
貸倒引当金
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・業務粗利益および業務粗利益率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

（11）金庫が労金法第41条の２第３項の規定に基づき貸借対照表、損

・資金運用収支、役務取引等収支およびその他業務収支・・・・・57

益計算書および剰余金処分計算書または損失金処理計算書につ

・資金運用勘定ならびに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り

いて会計監査人の監査を受けている場合のその旨・・・・・・・・・・・53

および資金利鞘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
・受取利息および支払利息の増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
・総資産経常利益率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・57

労働金庫法施行規則第115条による
開示項目
（連結情報）

・総資産当期純利益率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
②預金に関する指標
・預金の種類別内訳（平均残高）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

（1）
金庫およびその子会社等の主要な事業の内容および組織の構成・・・71

・定期預金の固定金利・変動金利別内訳（期末残高）
・・・・・・・・58

（2）
金庫の子会社等に関する事項

③貸出金等に関する指標
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
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（5）
自動機設置状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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金庫およびその子会社等の主要な事業に関する事項

2．経理・事業内容
（1）
純資産の内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
・・・・・・・・・・・・10
（2）
業務純益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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投資信託窓口販売実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

（4）
貸出金のうち次に掲げるものの額およびその合計額

（3）
内国為替取扱実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

・・・76
②延滞債権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商 品のご 案 内
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中 国 ろ うき んの歩 み

金融機能の再生のための緊急措置に関する
「資産の査定の公表」
法律第7条の規定に基づく
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破産更正債権およびこれらに準ずる債権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
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1.金額単位
（1）各表に表示した金額単位未満の端数を切り捨てて記載してい
ます
（ただし、
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律

資料編

5．
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

金 額 、比 率 の 表 示 方 法

第7条の規定に基づく
「資産の査定の公表」」については、金額
単位未満を四捨五入しています）。

労働金庫の自主開示基準

（2）小計、合計等の合算は、円単位まで算出し、単位未満を切り捨
てて記載しています。
したがって、内訳の合計と小計欄・合計欄
の金額が一致しない場合があります。
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表上の単位未満を切り捨てた計数を使用しています。なお、官
庁報告に係る諸比率等については、報告数値をそのまま記載し

索引

（ 2 ）役員の所属団体等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

（3）期中増減額（比率）
、諸利回り、諸比率等の算出にあたっては、
各

ています。
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小数点第3位を切り捨てし、第2位までを記載しています。
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・・・・・・・・・・・
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